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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　変速段に応じて複数の摩擦係合要素の何れかを係合させてエンジンから入力部材に入力
された回転を適宜変速して出力する自動変速機を備えた車両のパワーオン走行時に、変速
前の高速段を達成する第１の摩擦係合要素と、変速後の低速段を達成する第２の摩擦係合
要素との掛け替えによってダウンシフトを実現する自動変速機の制御装置において、
　前記の第１又は第２の摩擦係合要素の入力軸回転数が出力軸回転数よりも高くなるよう
にする回転速度差の目標値である目標差回転数を設定する目標値設定手段と、
　前記の第１又は第２の摩擦係合要素の回転速度差の実際値である実差回転数を前記目標
値設定手段により設定された前記目標差回転数とするために前記の第１及び第２の摩擦係
合要素に要求される総トルク容量を算出する総トルク容量算出手段と、
　前記の第１及び第２の摩擦係合要素への前記総トルク容量の配分比を設定する配分比設
定手段と、
　前記総トルク容量算出手段により算出された前記総トルク容量と、前記配分比設定手段
により設定された前記配分比とに基づいて、前記の第１及び第２の摩擦係合要素にそれぞ
れ要求される個別トルク容量を算出する個別トルク容量算出手段と、
　前記個別トルク容量算出手段により算出された個別トルク容量に応じて前記の第１及び
第２の摩擦係合要素の締結状態を制御する締結制御手段と、をそなえて、
　前記総トルク容量算出手段は、前記総トルク容量を、前記入力部材に入力される変速機
への入力トルクと、前記目標差回転数と前記実差回転数とのフィードバック制御の偏差か
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ら算出される補正値との和とする
ことを特徴とする、自動変速機の制御装置。
【請求項２】
　前記目標値設定手段は、前記エンジンの負荷又は該負荷に対応する量と、前記入力部材
の回転数又は該回転数に相当する量もしくは変速比とに基づいて前記目標値を設定する
ことを特徴とする、請求項１記載の自動変速機の制御装置。
【請求項３】
　前記自動変速機は、第１及び第２の２本の変速機入力軸と、１本の変速機出力軸と、前
記の第１及び第２の変速機入力軸とエンジンとの間にそれぞれ介装された前記の第１及び
第２の摩擦係合要素と、前記の各変速機入力軸と前記変速機出力軸との間に、それぞれ動
力断接装置を介して接続された複数の変速段のギア組と、をそなえた、である
ことを特徴とする、請求項１又は２記載の自動変速機の制御装置。
【請求項４】
　前記パワーオンダウンシフトの制御は、
　変速の準備をする準備フェーズと、
　前記第２の変速機入力軸の回転数を調整するイナーシャフェーズと、
　前記第１の摩擦係合要素を締結から開放へ前記第２の摩擦係合要素を開放から締結へと
切り替える掛け替えフェーズと、
　前記変速前変速段のギア組を開放する終了フェーズと、をそなえて、
　前記各フェーズは、前記目標値設定手段と、前記総トルク容量算出手段と、前記配分比
設定手段と、前記個別トルク容量算出手段と、前記締結制御手段と、を用いて行なわれる
ことを特徴とする、請求項１～３の何れか１項に記載の自動式変速機の制御装置。
【請求項５】
　前記準備フェーズと前記イナーシャフェーズと前記掛け替えフェーズとが、この順に順
番に実施される
ことを特徴とする、請求項４記載の自動変速機の制御装置。
【請求項６】
　前記準備フェーズと前記イナーシャフェーズとが同時に実施され、前記掛け替えフェー
ズが、その次に実施される
ことを特徴とする、請求項４記載の自動変速機の制御装置。
【請求項７】
　前記準備フェーズと前記イナーシャフェーズと前記掛け替えフェーズとが、同時に実施
される
ことを特徴とする、請求項４記載の自動変速機の制御装置。
【請求項８】
　前記準備フェーズでは、前記第１の摩擦係合要素を制御対象として、前記目標差回転数
を設定し、前記第１の摩擦係合要素の実差回転数が前記目標差回転数に追従するように制
御するとともに、このときの前記配分比を、前記第１の摩擦係合要素に全容量が配分され
る１：０の状態に設定する
ことを特徴とする、請求項４～７の何れか１項に記載の自動変速機の制御装置。
【請求項９】
　前記準備フェーズで用いる前記目標差回転数は、その時点のエンジンの負荷又は該負荷
に対応する量と、前記入力部材の回転数又は該回転数に相当する量もしくは変速比とに基
づいて設定する
ことを特徴とする、請求項８記載の自動変速機の制御装置。
【請求項１０】
　前記準備フェーズの終了条件に、制御対象となる前記第１の摩擦係合要素の入出力差回
転数が所定の範囲内に所定時間だけ保持されたことが確認されたことが含まれている
ことを特徴とする、請求項８又は９記載の自動変速機の制御装置。
【請求項１１】
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　前記自動変速機が、変速時に、前記摩擦係合要素の締結・開放以外の機械的操作によっ
て、変速後変速段の確立のためにギア組の構成変更が必要なものであって、前記準備フェ
ーズにおいて、前記変速後変速段の確立を行なう
ことを特徴とする、請求項８～１０の何れか１項に記載の自動変速機の制御装置。
【請求項１２】
　前記準備フェーズにおける前記変速後変速段の確立は、該変速後変速段を接続する前記
第２の摩擦係合要素が入力トルクを伝達するのに必要最低限未満のトルク容量の時に実施
する
ことを特徴とする、請求項１１記載の自動変速機の制御装置。
【請求項１３】
　前記準備フェーズにおいて、前記変速後変速段を確立する際に、該確立前に、前記第２
の摩擦係合要素の容量を所定容量だけ持たせ、前記第２の摩擦係合要素の出力軸を連れ回
す連れ回し制御を行なう
ことを特徴とする、請求項１１記載の自動変速機の制御装置。
【請求項１４】
　前記連れ回し制御の終了条件に、前記第２の摩擦係合要素の出力軸回転数が入力軸回転
数にほぼ等しくなったことが含まれている
ことを特徴とする、請求項１３記載の自動変速機の制御装置。
【請求項１５】
　前記イナーシャフェーズでは、制御対象を前記第２の摩擦係合要素の入出力差回転数に
切り替えて、前記第２の摩擦係合要素の入力軸回転数を、変速前の変速比で作られる入力
軸回転数相当から、変速後の変速比で作られる入力軸回転数相当になるように、前記第２
の摩擦係合要素の差回転数を制御する前記総トルク容量を求め、該総トルク容量を前記第
１の摩擦係合要素にすべて配分する
ことを特徴とする、請求項４～１４の何れか１項に記載の自動変速機の制御装置。
【請求項１６】
　前記イナーシャフェーズの制御では、その時点の前記エンジンの負荷又は該負荷に対応
する量、及び、前記変速機の入力軸回転数もしくは制御対象の摩擦係合要素の入力軸回転
数もしくは変速比のいずれかによって、制御対象の前記第２の摩擦係合要素の入出力間の
変速前後における目標差回転数の軌跡を作成し、計測した実差回転数が該目標差回転数に
追従するように前記第１の摩擦係合要素のトルク容量を制御する
ことを特徴とする、請求項１５記載の自動変速機の制御装置。
【請求項１７】
　前記掛け替えフェーズでは、前記イナーシャフェーズの前記の第２の摩擦係合要素の差
回転数制御を継続しつつ、前記総トルク容量を前記第１の摩擦係合要素へ全て配分する前
記配分比が１：０の状態から前記第２の摩擦係合要素へ全て配分する前記配分比が０：１
の状態へと移行するように、前記第１の摩擦係合要素への前記配分比を１から０へ漸減し
つつ前記第２の摩擦係合要素への前記配分比を０から１へ漸増させる制御を行なう
ことを特徴とする、請求項４～１６の何れか１項に記載の自動変速機の制御装置。
【請求項１８】
　前記掛け替えフェーズでは、前記配分比の変化率を、その時点の前記エンジンの負荷又
は該負荷に対応する量、及び、前記変速機への入力軸回転数もしくは制御対象の摩擦係合
要素の入力軸回転数もしくは変速比のいずれかによって算出される所定値とする
ことを特徴とする、請求項１７記載の自動変速機の制御装置。
【請求項１９】
　前記終了フェーズでは、制御対象を前記第２の摩擦係合要素として、前記目標差回転数
を設定し、計測された実差回転数が前記目標差回転数に追従するように前記第２の摩擦係
合要素を制御する
ことを特徴とする、請求項４～１８の何れか１項に記載の自動変速機の制御装置。
【請求項２０】
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　前記終了フェーズでは、前記目標差回転数を、その時点のエンジンの負荷又は該負荷に
対応する量、及び、変速機への入力軸回転数もしくは制御対象の摩擦係合要素の入力軸回
転数もしくは変速比のいずれかによって決定する
ことを特徴とする、請求項１９記載の自動変速機の制御装置。
【請求項２１】
　前記目標値設定手段は、前記目標差回転数として、前記回転速度差に対応する、上記出
力軸回転数が一定の元での前記変速機への入力軸回転数の目標値である入力目標回転数を
制御対象の摩擦係合要素の出力回転数以上になるように設定し、
　前記総トルク容量算出手段は、前記入力部材の実回転数が前記目標差回転数設定手段に
より設定された前記目標回転数となるために前記の第１及び第２の摩擦係合要素に要求さ
れる総トルク容量を算出する
ことを特徴とする、請求項４～２０の何れか１項に記載の自動変速機の制御装置。
【請求項２２】
　変速段に応じて複数の摩擦係合要素の何れかを係合させてエンジンから入力部材に入力
された回転を適宜変速して出力する自動変速機を備えた車両のパワーオン走行時に、変速
前の高速段を達成する第１の摩擦係合要素と、変速後の低速段を達成する第２の摩擦係合
要素との掛け替えによってダウンシフトを実現する自動変速機の制御方法であって、
　前記の第１又は第２の摩擦係合要素の入力軸回転数が出力軸回転数よりも高くなるよう
にする回転速度差の目標値である目標差回転数を設定する目標値設定ステップと、
　前記の第１又は第２の摩擦係合要素の回転速度差の実際値である実差回転数を前記目標
値設定ステップにより設定された前記目標差回転数とするために前記の第１及び第２の摩
擦係合要素に要求される総トルク容量を算出する総トルク容量算出ステップと、
　前記の第１及び第２の摩擦係合要素への前記総トルク容量の配分比を設定する配分比設
定ステップと、
　前記総トルク容量算出ステップにより算出された前記総トルク容量と、前記配分比設定
ステップにより設定された前記配分比とに基づいて、前記の第１及び第２の摩擦係合要素
にそれぞれ要求される個別トルク容量を算出する個別トルク容量算出ステップと、
　前記個別トルク容量算出手段により算出された個別トルク容量に応じて前記の第１及び
第２の摩擦係合要素の締結状態を制御する締結制御ステップと、をそなえて、
　前記総トルク容量算出ステップでは、前記総トルク容量を、前記入力部材に入力される
変速機への入力トルクと、前記目標差回転数と前記実差回転数とのフィードバック制御の
偏差から算出される補正値との和とする
ことを特徴とする、自動変速機の制御方法。
【請求項２３】
　変速の準備をする準備フェーズと、
　前記第２の変速機入力軸の回転数を調整するイナーシャフェーズと、
　前記第１の摩擦係合要素を締結から開放へ前記第２の摩擦係合要素を開放から締結へと
切り替える掛け替えフェーズと、
　前記変速後変速段のギア組を開放する終了フェーズと、をそなえて、
　前記各フェーズは、前記目標値設定手段と、前記総トルク容量算出手段と、前記配分比
設定手段と、前記個別トルク容量算出手段と、前記締結制御手段と、を用いて行なわれる
ことを特徴とする、請求項２２記載の自動式変速機の制御方法。
【請求項２４】
　前記準備フェーズと前記イナーシャフェーズと前記掛け替えフェーズとが、この順に順
番に実施される
ことを特徴とする、請求項２３記載の自動変速機の制御方法。
【請求項２５】
　前記準備フェーズと前記イナーシャフェーズとが同時に実施され、前記掛け替えフェー
ズが、その次に実施される
ことを特徴とする、請求項２３記載の自動変速機の制御方法。
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【請求項２６】
　前記準備フェーズと前記イナーシャフェーズと前記掛け替えフェーズとが、同時に実施
される
ことを特徴とする、請求項２３記載の自動変速機の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、２本の入力軸と１本の出力軸とを備え、各々の入力軸に摩擦クラッチがそれ
ぞれ付設され、各入力軸と出力軸との間に変速ギアが介装されて、摩擦クラッチを選択的
に係合してギア段を設定するツインクラッチ式変速機の制御に用いて好適の、自動変速機
の制御装置及び制御方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　自動変速機の変速時（変速段の切り替え時）には、一般にクラッチ等の摩擦係合要素を
開放から係合へ又は係合から開放への切り替えを行なうが、この際に、変速時のショック
が発生しないように滑らかに、且つ速やかに、摩擦係合要素の操作を行なうようにしたい
。そこで、種々の技術が開発されている（例えば、特許文献１参照）。
　特許文献１には、摩擦係合要素の油圧サーボへの油圧を制御して、変速時のショックを
軽減する技術が記載されている。この技術では、図２８に示すように、開放から係合へ切
り替えられる係合側（締結側とも言う）の摩擦係合要素について、入力トルクに応じて、
イナーシャフェーズ開始時の目標油圧ＰTAを算出し、該目標油圧と予め設定された所定時
間ｔTAとにより、所定勾配が算出され、該勾配による第１のスイープアップにより油圧を
下降させる。油圧が目標油圧ＰTAになる時点で入力回転数が所定変化量となる際の目標回
転変化率に基づき比較的緩やかな勾配δＰTAが設定され、該勾配による第２のスイープア
ップにより油圧を下降させる。入力回転の回転数変化ΔＮが、入力軸回転数センサにて検
知され得る回転変化開始判定回転数ｄＮSになると、入力回転数変化を見ながら、所定勾
配にて油圧がフィードバック制御される。
【特許文献１】特開平０９－１７０６５４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、引用文献１の技術では、係合側の摩擦係合要素について、入力トルクに
応じてイナーシャフェーズ開始時の目標油圧ＰTAを算出するが、その後は油圧に着目して
摩擦係合要素を制御しており、また、係合から開放へ切り替えられる開放側の摩擦係合要
素についても、係合側油圧及び入力トルクに基づき開放側トルクや開放側油圧を算出する
が、その後は油圧に着目して摩擦係合要素を制御している。このように、係合側，開放側
のいずれの摩擦係合要素も油圧に着目して制御しているため、２つの摩擦係合要素を同時
に制御するに際して、各摩擦係合要素の特性を見込んだ特別な計算式が必要となる。
【０００４】
　また、自動変速機の変速時における摩擦係合要素の掛け替えに当たっては、イナーシャ
フェーズのみならず各摩擦係合要素の係合移行や開放移行の最中に、各摩擦係合要素の差
回転状態や両摩擦係合要素による伝達トルクの配分状態に着目して制御を行なえば、より
円滑でショックもない安定した変速制御を行なえるものと考えられるが、引用文献１の技
術では、係合側，開放側双方の摩擦係合要素の制御結果の関係がわかり難く、上記の差回
転状態や伝達トルク配分状態に着目した制御への適用も困難である。
【０００５】
　特に、自動車において、ドライバが加速したいときには、アクセルペダルが踏み込まれ
、エンジン出力が正の状態（パワーオン状態）で、低速段側への変速（オンダウンシフト
）が行なわれるが、このようなパワーオンダウンシフトでは、ドライバは、速やかな変速
応答性や良好な変速フィーリングを要求する。
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　本発明はこのような課題に鑑み案出されたもので、パワーオンダウンシフトにあたって
、摩擦係合要素の差回転状態や両摩擦係合要素による伝達トルクの配分状態に着目した制
御をシンプルに実現できるようにして、より速やか且つ円滑でショックも少ない安定した
変速を行なえるようにした、自動変速機の制御装置及び方法を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記目的を達成するために、本発明の自動変速機の制御装置は、変速段に応じて複数の
摩擦係合要素の何れかを係合させてエンジンから入力部材に入力された回転を適宜変速し
て出力する自動変速機を備えた車両のパワーオン走行時に、変速前の高速段を達成する第
１の摩擦係合要素と、変速後の低速段を達成する第２の摩擦係合要素との掛け替えによっ
てダウンシフトを実現する自動変速機の制御装置において、前記の第１又は第２の摩擦係
合要素の入力軸回転数が出力軸回転数よりも高くなるようにする回転速度差の目標値であ
る目標差回転数を設定する目標値設定手段と、前記の第１又は第２の摩擦係合要素の回転
速度差の実際値である実差回転数を前記目標値設定手段により設定された前記目標差回転
数とするために前記の第１及び第２の摩擦係合要素に要求される総トルク容量を算出する
総トルク容量算出手段と、前記の第１及び第２の摩擦係合要素への前記総トルク容量の配
分比を設定する配分比設定手段と、前記総トルク容量算出手段により算出された前記総ト
ルク容量と、前記配分比設定手段により設定された前記配分比とに基づいて、前記の第１
及び第２の摩擦係合要素にそれぞれ要求される個別トルク容量を算出する個別トルク容量
算出手段と、前記個別トルク容量算出手段により算出された個別トルク容量に応じて前記
の第１及び第２の摩擦係合要素の締結状態を制御する締結制御手段と、をそなえて、前記
総トルク容量算出手段は、前記総トルク容量を、前記入力部材に入力される変速機への入
力トルクと、前記目標差回転数と前記実差回転数とのフィードバック制御の偏差から算出
される補正値との和とすることを特徴としている（請求項１）。
【０００７】
　前記目標値設定手段は、前記エンジンの負荷又は該負荷に対応する量と、前記入力部材
の回転数又は該回転数に相当する量もしくは変速比とに基づいて前記目標値を設定するこ
とが好ましい（請求項２）。これにより、走行状態に適した目標差回転数を算出できる。
　なお、パワーオン走行時において、制御対象となる摩擦係合要素の差回転数とは、入力
部材の回転数もしくは制御対象の摩擦係合要素の入力軸回転数或いはそれ相当の回転数か
ら、出力軸回転数或いはそれ相当の回転数を差し引いた値とし、パワーオン走行時に設定
する目標差回転数は、入力部材の回転数もしくは制御対象の摩擦係合要素の入力軸回転数
或いはそれ相当の回転数から出力軸回転数或いはそれ相当の回転数を差し引いた値を目標
値とすることが好ましい。これにより、走行状態（パワーオンｏｒオフ）の切り替わりに
対して、差回転数の算法方法を切り替えることで、同じ制御ロジックで対応できる。
【０００８】
　また、前記総トルク容量算出手段は、前記パワーオンダウンシフトに限らず、前記目標
差回転数を得るために要求する総トルク容量を求める際に、２つの摩擦係合要素を１つの
摩擦係合要素とみなし、第１の摩擦係合要素の差回転数を制御対象とし、これを前期目標
差回転数に制御するための総クラッチ容量を算出するものとすることが好ましい。これに
より、クラッチの掛け変え制御において、制御の切替のないロジックが構築できる。
【０００９】
　この場合、制御対象となる摩擦係合要素の入力差回転数の演算にあたって、変速制御の
進行状況に応じて、２つの摩擦係合要素の差回転数のいずれかに切り替えて演算を行なう
ことになる。これにより、同じ制御ロジックで、制御対象の摩擦係合要素を切り替えるこ
とにより、変速が可能になる。
　なお、前記配分比設定手段では、算出された総クラッチ容量を、２つの摩擦係合要素に
、走行状況、もしくは変速状況に応じた配分比で配分し、前記締結制御手段では、配分さ
れた各摩擦係合要素が分担すべき個別トルク容量から、トルク容量－油圧変換特性に基づ
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いて、制御指令圧を決定して、各摩擦係合要素の係合を調整する油圧をこの制御指令圧に
応じて制御することが好ましい。これにより、同じ制御ロジックで、トルク配分比を制御
することで、クラッチの掛け変えが可能になる。
【００１０】
　トルク容量を油圧に変換する際には、それぞれの摩擦係合要素の入出力軸間の差回転数
に対する摩擦抵抗特性を用いることが好ましい。これにより、クラッチ要領－油圧特性に
応じた指令圧を算出できる。
　また、前記の補正量を、制御対象の摩擦係合要素のトルク容量－油圧変換特性に反映さ
せることが好ましい。このような摩擦係合要素（クラッチ）の学習制御によって、より適
切に摩擦係合要素を制御できる。
【００１１】
　また、前記制御手段は、定常走行時（非変速時）には、その時点で入力トルクを伝達し
ている摩擦係合要素を制御対象とし、目標差回転数を設定し、計測された実差回転数が目
標差回転数を追従するように制御することが好ましい。この時の配分比は、制御対象の摩
擦係合要素に全容量が配分される状態とする。
　また、この場合、現在非駆動側の摩擦係合要素に所定容量だけ持たせ、この摩擦係合要
素の出力軸を連れ回す制御（これを、「連れ回し制御」という）を行なうことが好ましい
。次回の変速制御が間もなく行われない場合は、このように変速前変速段の動力伝達要素
の開放した後、開放側の摩擦係合要素の出力軸を連れ回す制御（開放側連れ回し制御）を
実施することで、インターロック現象を回避しながら、次の動作に備えることができる。
【００１２】
　この場合の所定容量は、変速機の入力部材の回転数もしくは現在非駆動側の摩擦係合要
素の入力軸回転数と、現在非駆動側の摩擦係合要素の出力軸イナーシャとから算出される
値とすることが好ましい。
　また、現在非駆動側の摩擦係合要素の変速段が確立されている場合は、前記の連れ回す
制御を禁止することが好ましい。インターロック傾向の発生を回避することができる。
【００１３】
　また、このように現在非駆動側の摩擦係合要素の変速段が確立されている場合は、現在
非駆動側の摩擦係合要素の容量を、入力トルクを伝達するに必要最低限未満のトルク容量
とすることが好ましい。これにより、インターロックを防止することができる。
　前記自動変速機は、第１及び第２の２本の変速機入力軸と、１本の変速機出力軸と、前
記の第１及び第２の変速機入力軸とエンジンとの間にそれぞれ介装された前記の第１及び
第２の摩擦係合要素と、前記の各変速機入力軸と前記変速機出力軸との間に、それぞれ動
力断接装置（動力を断接可能な同期装置）を介して接続された複数の変速段のギア組と、
をそなえた、車両用ツインクラッチ式変速機であることが好ましい（請求項３）。
【００１４】
　また、前記パワーオンダウンシフトの制御は、変速の準備をする準備フェーズと、前記
第２の変速機入力軸の回転数を調整するイナーシャフェーズと、前記第１の摩擦係合要素
を締結から開放へ前記第２の摩擦係合要素を開放から締結へと切り替える掛け替えフェー
ズと、前記変速前変速段のギア組を開放する終了フェーズと、をそなえて、前記各フェー
ズは、前記目標値設定手段と、前記総トルク容量算出手段と、前記配分比設定手段と、前
記個別トルク容量算出手段と、前記締結制御手段と、を用いて行なわれることが好ましい
（請求項４）。
【００１５】
　この場合、前記準備フェーズと前記イナーシャフェーズと前記掛け替えフェーズとを、
この順に順番に実施するようにしてもよい（請求項５）。
　また、前記準備フェーズと前記イナーシャフェーズとを同時に実施し、前記掛け替えフ
ェーをその次に実施するようにしてもよい（請求項６）。これにより、変速時間の短縮を
促進することができる。
【００１６】
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　さらに、前記準備フェーズと前記イナーシャフェーズと前記掛け替えフェーズとを同時
に実施さするようにしてもよい（請求項７）。これにより、変速時間の短縮をさらに促進
することができる。
　前記準備フェーズでは、前記第１の摩擦係合要素を制御対象として、前記目標差回転数
を設定し、前記第１の摩擦係合要素の実差回転数が前記目標差回転数に追従するように制
御するとともに、このときの前記配分比を、前記第１の摩擦係合要素に全容量が配分され
る１：０の状態に設定することが好ましい（請求項８）。このように所定の差回転数を保
持することで、クラッチ容量を入力トルクに略一致させることができる。
【００１７】
　前記準備フェーズで用いる前記目標差回転数は、その時点のエンジンの負荷又は該負荷
に対応する量と、前記入力部材の回転数又は該回転数に相当する量もしくは変速比とに基
づいて設定することが好ましい（請求項９）。これにより、その時の走行状態に適した目
標差回転数を設定することが可能となる。
　前記準備フェーズの終了条件に、制御対象となる前記第１の摩擦係合要素の入出力差回
転数が所定の範囲内に所定時間だけ保持されたことが確認されたことが含まれていること
が好ましい（請求項１０）。このように、第１の摩擦係合要素のスリップ制御が成立して
いることを判定して、準備フェーズ終了とすることで、次のイナーシャフェーズに円滑に
移行することができる。
【００１８】
　この場合の所定の範囲内とは、設定された目標差回転数に対して、その時のエンジンの
負荷又は該負荷に対応する量（例えば、スロットル開度やアクセル操作量や変速機への入
力トルクなど）、及び、変速機の入力部材の回転数もしくは制御対象の摩擦係合要素の入
力軸回転数もしくは変速比のいずれかによって決定される所定値βだけ上下限を持たせた
もの（目標差回転数±β）とすることが好ましい。これにより、スリップ制御の成立を適
切に判断することができる。
【００１９】
　また、この場合の所定時間とは、その時のエンジンの負荷又は該負荷に対応する量（例
えば、スロットル開度やアクセル操作量や変速機への入力トルクなど）、及び、変速機の
入力部材の回転数もしくは制御対象の摩擦係合要素の入力軸回転数もしくは変速比のいず
れかによって決定される時間とすることが好ましい。これにより、スリップ制御の成立を
適切に判断することができる。
【００２０】
　前記自動変速機が、変速時に、前記摩擦係合要素の締結・開放以外の機械的操作によっ
て、変速後変速段の確立のためにギア組の構成変更が必要なものであって、前記準備フェ
ーズにおいて、前記変速後変速段の確立を行なうことが好ましい（請求項１１）。準備フ
ェーズでは、変速後変速段で使用する第２の摩擦係合要素は開放にあるため、このように
、ギア組の構成変更を行なっても支障がなく、また、この準備フェーズで予め変速後変速
段の確立のためのギア組の構成変更を行なっておけば、変速完了までの処理を短時間に行
なうことができる。
【００２１】
　前記準備フェーズにおける前記変速後変速段の確立は、該変速後変速段を接続する前記
第２の摩擦係合要素が入力トルクを伝達するのに必要最低限未満のトルク容量の時に実施
する（請求項１２）。変速段を確立するには、シンクロ制御を伴うが、シンクロ制御開始
条件として、第２の摩擦係合要素が入力トルクを伝達しない状態となっていることが必要
である。
【００２２】
　前記準備フェーズにおいて、前記変速後変速段を確立する際に、該確立際に、前記第２
の摩擦係合要素の容量を所定容量だけ持たせ、前記第２の摩擦係合要素の出力軸を連れ回
す連れ回し制御を行なうことが好ましい（請求項１３）。この連れ回し制御により、前記
のシンクロ負担を低減することができる。
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　前記連れ回し制御は、前記第２の摩擦係合要素の現在の出力軸回転数或いはそれ相当の
回転数と、前記変速後変速段から推定される変速後変速段確立後の前記第２の摩擦係合要
素の出力軸回転数或いはそれ相当の回転数とから、前記変速後変速段の確立のための機械
的操作の負担が所定状態よりも大きいと判断され、且つ、前記第２の摩擦係合要素の現在
の出力軸回転数或いはそれ相当の回転数が入力軸転数或いはそれ相当の回転数を下回って
いることを条件に実施することが好ましい。
【００２３】
　この場合の推定される変速後変速段確立後における第２の摩擦係合要素の出力軸回転数
或いはそれ相当回転数とは、現在の出力軸回転数と、変速前変速段の変速比と、変速後変
速段の変速比とから推定される値とすることが好ましい。これにより、第２の摩擦係合要
素の変速後変速段確立後の回転数を推定して、適切な差回転制御を行なうことができる。
　また、この場合の所定容量とは、変速機の入力部材の回転数もしくは第２の摩擦係合要
素の入力軸回転数と、第２の摩擦係合要素の出力軸イナーシャとから算出される値とする
ことが好ましい。
【００２４】
　前記連れ回し制御の終了条件に、前記第２の摩擦係合要素の出力軸回転数が入力軸回転
数にほぼ等しくなったことが含まれていることが好ましい（請求項１４）。これにより、
連れ回し制御の終了を適切に判断することができる。
　なお、前記連れ回し制御は、第２の摩擦係合要素に接続された前記変速後変速段以外の
変速段が確立している場合は、該変速段を解除した後に開始することが好ましい。これに
より、連れ回し制御の開始を適切に判断することができる。
【００２５】
　前記自動変速機が、変速時に、前記摩擦係合要素の締結・開放以外の機械的操作によっ
て、変速後変速段の確立のためにギア組の構成変更が必要なものの場合、前記連れ回し制
御の終了条件に、前記変速後変速段の確立判定が含まれていることが好ましい。シンクロ
制御が必要な自動変速機における準備フェーズの終了を適切に判断することができる。
　前記イナーシャフェーズでは、制御対象を前記第２の摩擦係合要素の入出力差回転数に
切り替えて、前記第２の摩擦係合要素の入力軸回転数を、変速前の変速比で作られる入力
軸回転数相当から、変速後の変速比で作られる入力軸回転数相当になるように、前記第２
の摩擦係合要素の差回転数を制御する前記総トルク容量を求め、該総トルク容量を前記第
１の摩擦係合要素にすべて配分することが好ましい（請求項１５）。これにより、制御ロ
ジック自体は切り換えなしで、目標値を変化させることにより回転変化（イナーシャフェ
ーズ）を生じさせることができる。
【００２６】
　なお、前記の変速後の変速比で作られる入力軸回転相当の回転数を、クラッチ１の出力
軸回転数（あるいはそれ相当）と、変速前の変速比と、変速後の変速比から推定すること
が好ましい。これにより、変速後回転数を確実に推定することができる。
　前記イナーシャフェーズの制御では、その時点の前記エンジンの負荷又は該負荷に対応
する量（例えば、スロットル開度やアクセル操作量や変速機への入力トルクなど）、及び
、前記変速機の入力軸回転数もしくは制御対象の摩擦係合要素の入力軸回転数もしくは変
速比のいずれかによって、制御対象の前記第２の摩擦係合要素の入出力間の変速前後にお
ける目標差回転数の軌跡を作成し、計測した実差回転数が該目標差回転数に追従するよう
に前記第１の摩擦係合要素のトルク容量を制御する（請求項１６）。このような目標回転
数の軌跡を作成することで、任意の変速時間、変速速度を設定できる。
【００２７】
　このイナーシャフェーズの制御において、目標差回転数の動特性は、その時のエンジン
の負荷又は該負荷に対応する量（例えば、スロットル開度やアクセル操作量や変速機への
入力トルクなど）と、目標変速時間と、変速機への入力軸回転数もしくは制御対象の摩擦
係合要素の入力軸回転数もしくは変速比のいずれかとによって決定するものとすることが
好ましい。これにより、走行状態に応じた変速を実行できる。
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【００２８】
　この場合、目標変速時間とは、その時のエンジンの負荷又は該負荷に対応する量（例え
ば、スロットル開度やアクセル操作量や変速機への入力トルクなど）、及び、変速機への
入力軸回転数もしくは制御対象の摩擦係合要素の入力軸回転数もしくは変速比のいずれか
によって決定される所定値とすることが好ましい。これにより、走行状況に適した目標変
速時間を設定できる。
【００２９】
　また、このイナーシャフェーズの制御において、作成された目標差回転数の微分値を算
出し、その値に入力軸イナーシャを乗算することでトルク補正量を求め、エンジンに対し
てこのトルク補正量に応じたトルク補正要求を行なうことも好ましい。これにより、回転
上昇分に消費されるイナーシャトルクを適切に補助できる。
　また、記自動変速機が、変速時に、前記摩擦係合要素の締結・開放以外の機械的操作に
よって、変速後変速段の確立のためにギア組の構成変更が必要なものの場合であって、準
備フェーズとイナーシャフェーズとを同時に行なう場合、このフェーズにおいて、前記変
速後変速段の確立を行なうことが好ましい。
【００３０】
　この場合、変速後変速段を確立する際に、第２の摩擦係合要素の容量を所定容量だけ持
たせ、第２の摩擦係合要素の出力軸を連れ回すことで、機械的操作の負担を低減させる制
御を行なうことが好ましい。この連れ回し制御によりシンクロ負担を低減することができ
る。
　この場合、所定容量とは、入力部材の回転数若しくは第２の摩擦係合要素の入力軸回転
数と、第２の摩擦係合要素の出力軸イナーシャとから算出される値とすることが好ましい
。
【００３１】
　また、前記の第２の摩擦係合要素の変速後以外の変速段が確立しているときは、その変
速段を解除した後に、連れ回し制御を開始することが好ましい。
　この連れ回し制御において、連れ回されている第２の摩擦係合要素の出力軸回転数が推
定変速後回転数にほぼ等しくなったところで、第２の摩擦係合要素の容量を抜き、第２の
摩擦係合要素が入力トルクを伝達するに必要最低限未満のトルク容量のときに、変速後変
速段を確立する制御を行うことが好ましい。これにより、連れ回し制御終了とシンクロ制
御開始とを判定することができる。
【００３２】
　前記イナーシャフェーズの終了条件に、制御対象の摩擦係合要素の入力回転数が制御終
了閾値になったことが含まれていることが好ましい。
　この場合の、制御終了閾値とは、その時のエンジンの負荷又は該負荷に対応する量（例
えば、スロットル開度やアクセル操作量や変速機への入力トルクなど）、及び、変速機へ
の入力軸回転数もしくは制御対象の摩擦係合要素の入力軸回転数もしくは変速比のいずれ
かによって決定する所定値を、変速後に設定される目標回転数から差し引いた値（推定変
速後回転数以上）とすることが好ましい。
【００３３】
　なお、前記所定値と変速後の目標回転数の和未満で制御終了とすることが好ましい。
　また、イナーシャフェーズの制御開始と同時にタイマを設定し、タイマが所定時間経過
したのにもかかわらず、前記の入力回転数が制御終了閾値になったという終了条件が満た
されない場合は、イナーシャフェーズの制御を強制的に終了されるようにすることも好ま
しい。
【００３４】
　前記自動変速機が、変速時に、前記摩擦係合要素の締結・開放以外の機械的操作によっ
て、変速後変速段の確立のためにギア組の構成変更が必要なものの場合、前記変速後変速
段が確立した時点でタイマを設定し、タイマが所定時間経過したのにもかかわらず、前記
の入力回転数が制御終了閾値になったという終了条件が満たされない場合は、イナーシャ



(11) JP 4257350 B2 2009.4.22

10

20

30

40

50

フェーズの制御を強制的に終了されるようにしてもよい。
【００３５】
　また、イナーシャフェーズと共に掛け替え制御を行なう場合、摩擦係合要素のトルク容
量の配分状態が、第２の摩擦係合要素が全容量を配分する状態になったことが確認された
ら、タイマを設定し、所定時間経過したのにもかかわらず、前記の制御終了条件が満たさ
れない場合は、制御を強制終了させるものとすることも好ましい。
　これらの場合の所定時間とは、その時のエンジンの負荷又は該負荷に対応する量（例え
ば、スロットル開度やアクセル操作量や変速機への入力トルクなど）、及び、変速機への
入力軸回転数もしくは制御対象の摩擦係合要素の入力軸回転数もしくは変速比のいずれか
によって決定する所定値とすることが好ましい。これにより、変速状況に適したタイマの
設定を実現できる。
【００３６】
　前記掛け替えフェーズでは、前記イナーシャフェーズ前の前記の第２の摩擦係合要素の
差回転数制御を継続しつつ、前記総トルク容量を前記第１の摩擦係合要素へ全て配分する
前記配分比が１：０の状態から前記第２の摩擦係合要素へ全て配分する前記配分比が０：
１の状態へと移行するように、前記第１の摩擦係合要素への前記配分比を１から０へ漸減
しつつ前記第２の摩擦係合要素への前記配分比を０から１へ漸増させる制御を行なうこと
が好ましい（請求項１７）。これにより、差回転数を保持したまま、摩擦係合要素の掛け
変えを行なうことができる。
【００３７】
　ただし、前記の両摩擦係合要素の各配分比の和を常に１とする。例えば、開放側配分比
＝１－α，締結側配分比＝α、ただし、０＜α≦１とする。これにより、変速機内でのイ
ンターロックを防止し、エンジンの空ブケを防止することができる。
　前記掛け替えフェーズでは、前記配分比の変化率を、その時点の前記エンジンの負荷又
は該負荷に対応する量（例えば、スロットル開度やアクセル操作量や変速機への入力トル
クなど）、及び、前記変速機への入力軸回転数もしくは制御対象の摩擦係合要素の入力軸
回転数もしくは変速比のいずれかによって算出される所定値とすることが好ましい（請求
項１８）。これにより、走行状況に適した摩擦係合要素の掛け替えを実施することができ
る。
【００３８】
　前記掛け替えフェーズの終了条件には、前記総トルク容量が前記第２の摩擦係合要素へ
全て配分する状態になったことが含まれていることが好ましい。掛け替えの完了を確実に
判定することができる。
　前記終了フェーズでは、制御対象を前記第２の摩擦係合要素として、前記目標差回転数
を設定し、計測された実差回転数が前記目標差回転数に追従するように前記第２の摩擦係
合要素を制御することが好ましい（請求項１９）。これにより、動力伝達に使用する第２
の摩擦係合要素に予め差回転を与えておくことにより、変速を滑らかに終了させることが
できる。
【００３９】
　前記終了フェーズでは、前記目標差回転数を、その時点のエンジンの負荷又は該負荷に
対応する量（例えば、スロットル開度やアクセル操作量や変速機への入力トルクなど）、
及び、変速機への入力軸回転数もしくは制御対象の摩擦係合要素の入力軸回転数もしくは
変速比のいずれかによって決定することが好ましい（請求項２０）。これにより、その時
の走行状態に適した目標差回転数を設定することができる。
【００４０】
　前記終了フェーズの終了条件には、制御対象となる摩擦係合要素の差回転数が、所定の
範囲内に、所定時間だけ保持されたことが含まれていることが好ましい。このように、ス
リップ制御が成立していることを判定して、終了フェーズ終了とすることにより、その後
のスリップ制御を実施する通常走行に円滑に移行することができる。
　この場合の所定の範囲内とは、設定された目標差回転数に対して、その時のエンジンの
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負荷又は該負荷に対応する量（例えば、スロットル開度やアクセル操作量や変速機への入
力トルクなど）、及び、変速機への入力軸回転数もしくは制御対象の摩擦係合要素の入力
軸回転数もしくは変速比のいずれかによって決定される所定値βだけ上下限を持たせたも
の（目標差回転数±β）とすることが好ましい。これにより、スリップ制御の成立を適切
に判断することができる。
【００４１】
　また、この場合の所定時間とは、その時のエンジンの負荷又は該負荷に対応する量（例
えば、スロットル開度やアクセル操作量や変速機への入力トルクなど）、及び、変速機へ
の入力軸回転数もしくは制御対象の摩擦係合要素の入力軸回転数もしくは変速比のいずれ
かによって決定される時間とすることが好ましい。これにより、スリップ制御の成立を適
切に判断することができる。
【００４２】
　また、前記自動変速機が、変速時に、前記摩擦係合要素の締結・開放以外の機械的操作
によって、変速後変速段の確立のためにギア組の構成変更が必要なものの場合、前記終了
フェーズにおいて、変速前変速段のギア組を開放させる制御を行なうことが好ましい。終
了フェーズでは、変速前変速段で使用した第１の摩擦係合要素は開放にあるため、このよ
うに、変速前変速段のギア組を開放させても支障がなく、また、この終了フェーズで予め
変速前変速段のギア組を開放しておけば、その次の変速を円滑行なうことができる。
【００４３】
　この場合、第１の摩擦係合要素が入力トルクを伝達するのに必要最低限未満のトルク容
量の時に、変速前変速段を確立する制御を行なうことが好ましい。
　また、前記自動変速機が、変速時に、前記摩擦係合要素の締結・開放以外の機械的操作
によって、変速後変速段の確立のためにギア組の構成変更が必要なものの場合、前記終了
フェーズにおいて、次回変速制御が間もなく行われるかを判断し、行われると判断された
場合は、予測変速段を確立する制御（プリシフト制御）を行なうことが好ましい。このよ
うに変速制御が連続する場合は、最終的な変速段への指令に前もって応答する制御（プリ
シフト）を実施することで、変速動作時間を短縮することができる。
【００４４】
　この場合の次回変速制御の判断は、現在の車速，スロットル開度，および現在の変速段
から行なうことが好ましい。
　また、予測変速段を確立する制御（プリシフト制御）は、変速前変速段が開放された後
に行なうことが好ましい。これにより、いわゆる二重掴みを回避することができる。
　さらに、予測変速段を確立する制御（プリシフト制御）は、第１の摩擦係合要素が入力
トルクを伝達するに必要最低限未満のトルク容量の時に行なうことが好ましい。これによ
り、インターロックを防止することができる。
【００４５】
　また、前記自動変速機が、変速時に、前記摩擦係合要素の締結・開放以外の機械的操作
によって、変速後変速段の確立のためにギア組の構成変更が必要なものの場合、次回の変
速制御が間もなく行われないと判断した場合は、変速前変速段を開放し、変速前に使用し
ていた第１の摩擦係合要素のトルク容量を所定値だけ持たせ、第１の摩擦係合要素の出力
軸を連れ回す制御（連れ回し制御）を行なうことが好ましい。
【００４６】
　この連れ回し制御は、変速前変速段が開放された後に行なうことが好ましい。これによ
り、いわゆる二重掴みを回避することができる。
　前記連れ回し制御において、所定値とは、変速機の入力軸回転数、もしくは第１の摩擦
係合要素の入力軸回転数と、第１の摩擦係合要素の出力軸イナーシャとから算出される値
とすることが好ましい。
【００４７】
　前記自動変速機が、変速時に、前記摩擦係合要素の締結・開放以外の機械的操作によっ
て、変速後変速段の確立のためにギア組の構成変更が必要なものの場合、前記終了フェー
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ズの終了条件に、前記変速前変速段の開放、及び、前記予測変速段の確立終了判定若しく
は前記連れ回し制御の確立（実行）判定も含まれていることが好ましい。
　前記目標値設定手段は、前記目標差回転数として、前記回転速度差に対応する、上記出
力軸回転数が一定の元での前記変速機への入力軸回転数の目標値である入力目標回転数を
制御対象の摩擦係合要素の出力回転数以上になるように設定し、前記総トルク容量算出手
段は、前記入力部材の実回転数が前記目標差回転数設定手段により設定された前記目標回
転数となるために前記の第１及び第２の摩擦係合要素に要求される総トルク容量を算出す
ることが好ましい（請求項２１）。
【００４８】
　変速段に応じて複数の摩擦係合要素の何れかを係合させてエンジンから入力部材に入力
された回転を適宜変速して出力する自動変速機を備えた車両のパワーオン走行時に、変速
前の高速段を達成する第１の摩擦係合要素と、変速後の低速段を達成する第２の摩擦係合
要素との掛け替えによってダウンシフトを実現する自動変速機の制御方法であって、前記
の第１又は第２の摩擦係合要素の入力軸回転数が出力軸回転数よりも高くなるようにする
回転速度差の目標値である目標差回転数を設定する目標値設定ステップと、前記の第１又
は第２の摩擦係合要素の回転速度差の実際値である実差回転数を前記目標値設定ステップ
により設定された前記目標差回転数とするために前記の第１及び第２の摩擦係合要素に要
求される総トルク容量を算出する総トルク容量算出ステップと、前記の第１及び第２の摩
擦係合要素への前記総トルク容量の配分比を設定する配分比設定ステップと、前記総トル
ク容量算出ステップにより算出された前記総トルク容量と、前記配分比設定ステップによ
り設定された前記配分比とに基づいて、前記の第１及び第２の摩擦係合要素にそれぞれ要
求される個別トルク容量を算出する個別トルク容量算出ステップと、前記個別トルク容量
算出手段により算出された個別トルク容量に応じて前記の第１及び第２の摩擦係合要素の
締結状態を制御する締結制御ステップと、をそなえて、前記総トルク容量算出ステップで
は、前記総トルク容量を、前記入力部材に入力される変速機への入力トルクと、前記目標
差回転数と前記実差回転数とのフィードバック制御の偏差から算出される補正値との和と
することを特徴としている（請求項２２）。
【００４９】
　この場合、変速の準備をする準備フェーズと、前記第２の変速機入力軸の回転数を調整
するイナーシャフェーズと、前記第１の摩擦係合要素を締結から開放へ前記第２の摩擦係
合要素を開放から締結へと切り替える掛け替えフェーズと、前記変速後変速段のギア組を
開放する終了フェーズと、をそなえて、前記各フェーズは、前記目標値設定手段と、前記
総トルク容量算出手段と、前記配分比設定手段と、前記個別トルク容量算出手段と、前記
締結制御手段と、を用いて行なわれることが好ましい（請求項２３）。
【００５０】
　さらに、前記準備フェーズと前記イナーシャフェーズと前記掛け替えフェーズとが、こ
の順に順番に実施されることが好ましい（請求項２４）。
　前記準備フェーズと前記イナーシャフェーズとが同時に実施され、前記掛け替えフェー
ズが、その次に実施されることが好ましい（請求項２５）。
　前記準備フェーズと前記イナーシャフェーズと前記掛け替えフェーズとが、同時に実施
されることが好ましい（請求項２６）。
【発明の効果】
【００５１】
　本発明の自動変速機の制御装置又は制御方法によれば、パワーオンダウンシフトの変速
時に、第１又は第２の摩擦係合要素のうち制御対象の摩擦係合要素の入力軸回転数が出力
軸回転数よりも高くなるように目標差回転数を設定し、実差回転数を目標差回転数とする
総トルク容量を算出し、この総トルク容量を第１及び第２の摩擦係合要素により設定され
た配分比で分担するように、両摩擦係合要素の締結状態を制御が、前記総トルク容量を、
変速機への入力トルクと、前記目標差回転数と前記実差回転数とのフィードバック制御の
偏差から算出される補正値との和とするので、総トルク容量をシンプルなロジックで適切
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に設定することができ、円滑なパワーオンダウンシフトを実施することができる。
【００５２】
　また、制御自体が、伝達トルクの配分状態に着目しながら、摩擦係合要素の回転速度を
制御することになり、掛け替え制御を、トルクに着目した制御と回転速度に着目した制御
とに切り分けながら、最終的には単一の制御量にして出力でき、シンプルな制御ロジック
で、円滑な掛け替え動作を実現できるようになる。また、摩擦係合要素の開放，係合のタ
イミングを、完全に同期させることが可能になる。このような制御手法は、種々の自動変
速機に容易に適用でき、しかも、より円滑でショックも少なく安定した変速制御を実現す
ることができるようになる。また、このような制御ロジックでは、２つの摩擦係合要素を
共通の制御ロジックで制御するため、各々のロジックで制御する制御ロジックに比べて安
定性が高い。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５３】
　以下、図面により、本発明の実施の形態について説明する。
　［各実施形態に共通する自動変速機の変速制御の構成］
　各実施形態を説明する前に、まず、図１～図６を参照して、各実施形態に共通する自動
変速機の変速制御の原理及び基本構成について説明する。
　図２は、一般的な４速自動変速機の構成を示す模式図である。図２に示すように、この
自動変速機は、入力軸１１と出力軸１２との間に介装され、２組のプラネタリギア２１，
２２を直列に備えている。
【００５４】
　第１のプラネタリギア２１のサンギア（Ｓ１）２１Ｓは、ケーシング１３との間に摩擦
係合要素（以下、クラッチという）としてのブレーキ（クラッチＣ）２３を介装され、こ
のブレーキ２３の係合（以下、締結とも言う）により回転停止し、入力軸１１との間に摩
擦係合要素としてのクラッチ（クラッチＤ）２４を介装され、このクラッチ２４の係合に
より入力軸１１と一体回転するようになっている。以下、クラッチ，ブレーキ等の摩擦係
合要素を、単にクラッチという。
【００５５】
　また、第１のプラネタリギア２１のプラネタリピニオンを枢支するキャリア（Ｃ１）２
１Ｃは、入力軸１１との間にクラッチ（クラッチＥ）２５を介装され、このクラッチ２５
の係合により入力軸１１と一体回転し、ケーシング１３との間にクラッチとしてのブレー
キ（クラッチＡ）２６を介装され、ブレーキ２６の係合により回転停止し、第２のプラネ
タリギア２２のリングギア（Ｒ２）２２Ｒとの間にクラッチ（クラッチＢ）２７を介装さ
れ、このクラッチ２７の係合により第２のプラネタリギア２２のリングギア２２Ｒと一体
回転するようになっている。
【００５６】
　また、第１のプラネタリギア２１のリングギア（Ｒ１）２１Ｒは、第２のプラネタリギ
ア２２のプラネタリピニオンを枢支するキャリア（Ｃ２）２２Ｃに直結されている。
　一方、第２のプラネタリギア２２のサンギア（Ｓ２）２２Ｓは入力軸１１に直結されて
いる。また、第２のプラネタリギア２２のプラネタリピニオンを枢支するキャリア２２Ｃ
は、第１のプラネタリギア２１のリングギア２１Ｒに直結されるとともに出力軸１２に直
結されている。また、第２のプラネタリギア２２のリングギア２２Ｒは、上記のように第
１のプラネタリギア２１のキャリア２１Ｃにクラッチ２７を介して接続されている。
【００５７】
　図３の締結表に示すように、このような自動変速機において、１速から２速ヘアップシ
フトする場合は、クラッチＡを締結状態から開放状態に切り替えると共に、クラッチＣを
締結状態から開放状態へ切り替え、その他のクラッチは変速前の状態を保持する。つまり
、締結しているクラッチＡを開放しつつ、開放しているクラッチＣを締結することで、１
速から２速へのアップシフトが行われる。
【００５８】
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　この切替をより単純化するために、変速機の構成を極限まで単純化すると、図４に示す
ように、２つのある変速比のギアを備え、それぞれがクラッチ接続されている平行軸型の
自動変速機と考えられる。つまり、ある変速比（例えば１速）のギア列３１に直列に接続
されたクラッチ３３と、他の変速比（例えば２速）のギア列３２に直列に接続されたクラ
ッチ３４とが互いに並列に接続され、クラッチ３３，３４の係合要素の一方が入力軸側に
接続され他方がギア列３１，３２及びファイナルギア３７等を介して出力軸３６に接続さ
れたものと考えることができる。
【００５９】
　そして、上記の１速から２速へのアップシフトは、図４に示す２速変速機において、今
締結しているクラッチ３３を開放しつつ、今開放されているクラッチ３４を締結するよう
な変速制御を行なうことに相当するものと考える。
　このクラッチ３３，３４の掛け替えにあたって、クラッチ３３，３４の差回転制御と言
う視点で、この構成を見ると、入力トルクＴｉｎと入力回転ωｉｎとに対して、２つのク
ラッチの締結容量Ｔｃ１，Ｔｃ２を制御して、いずれかのクラッチの差回転を制御するの
であるから、この２速変速機から、クラッチ部分だけを抜き出して考えると、図５に示す
ように、２つのクラッチをそれぞれ個々に制御するのではなく、１つの統合クラッチの容
量制御による差回転制御に置き換えて両クラッチの容量制御をするものと考えることがで
きる。
【００６０】
　そして、上記の１速から２速への変速は、図４に示す２速変速機において、今締結して
いるクラッチ３３を開放しつつ、今開放されているクラッチ３４を締結するような変速制
御を行なうことに相当するものと考える。
　このクラッチ３３，３４の掛け替えにあたって、クラッチ３３，３４の差回転制御と言
う視点で、この構成を見ると、入力トルクＴｉｎと入力回転ωｉｎとに対して、２つのク
ラッチの締結容量Ｔｃ１，Ｔｃ２を制御して、いずれかのクラッチの差回転を制御するの
であるから、この２速変速機から、クラッチ部分だけを抜き出して考えると、図５に示す
ように、１つの統合クラッチの容量制御による差回転制御に置き換えて考えることができ
る。
【００６１】
　そこで、各実施形態にかかるツインクラッチ式変速機の制御装置の概略構成としては、
図１に示すように、前段にクラッチの回転制御（入力側の回転速度又は差回転の制御）の
機能要素（回転速度又は差回転のフィードバック制御部）Ｂ７を置き、後段にクラッチの
配分比制御の機能要素（クラッチ容量配分部）Ｂ９を置く構成にて、クラッチ１を締結か
ら開放に切替クラッチ２を開放から締結に切り替える制御を行なう場合を考える。
【００６２】
　この構成で、変速機への入力軸回転速度、もしくは、開放に切り替えられる開放側クラ
ッチであるクラッチ１の入出力間の差回転が所定範囲内になるよう、開放側クラッチ１と
締結側クラッチ（以下、クラッチ２という）との、２つのクラッチの総トルク容量を制御
しながら、その総トルク容量を２つのクラッチヘ配分する際の配分比を変更することで、
クラッチの差回転制御を行ないつつ、伝達トルク分担の入れ替え制御を実現するようにし
ている。なお、最終的には、開放側クラッチ１の伝達トルク容量を変換部Ｂ１１において
制御圧に変換し、締結側クラッチ（係合側クラッチ）２の伝達トルク容量を変換部Ｂ１２
において制御圧に変換して、制御指令を実施することになる。
【００６３】
　このように制御系を構成することにより、クラッチの差回転の制御とトルクの配分比の
制御とを分離しながら考えて、最終的にはこれらを統合した制御量を生成して制御するこ
とができるので、種々の自動変速機の変速制御への適合が容易になるのである。
　このような制御系を用いた変速のうち、ドライバによりアクセルペダルが踏み込まれた
ことによる低速段側への変速（ダウンシフト）があり、エンジン出力が正の状態（パワー
オン状態）でのダウンシフトであるため、これをパワーオンダウンシフトと称する。
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【００６４】
　パワーオン時には、アクセル開度を増加させてエンジン出力を増加させているため、変
速前に締結していて変速に伴って開放するクラッチ、即ち、開放側クラッチ１の開放に伴
いエンジン回転数（即ち、入力軸１１の回転数）は増加する。また、ダウンプシフト時に
は、変速の結果、エンジン回転数（即ち、入力軸１１の回転数）は増加する。したがって
、このようなパワーオンダウンシフト時には、変速機の入力軸（入力部材）１１の回転に
着目すると、開放側クラッチ１の開放に伴い自発的に生じる回転変化と、変速制御の結果
生じる回転変化とが同方向になる。
【００６５】
　このような状況下では、まず、入力軸回転の速度を、変速前の変速比で作られる回転数
相当から、変速後の変速比で作られる回転数相当に変化させ、その後に、クラッチの掛け
替えを行なうことになる。
　ところで、図４に示す２速変速機を発展させたものとして、図６に示す２軸型６速自動
変速機がある。下記の各実施形態では、このような２軸型６速自動変速機について変速す
る場合を説明する。
【００６６】
　図６に示すように、この自動変速機は、入力軸（入力部材）５１と、いずれもこの入力
軸５１に入力側部材を結合された第１クラッチ（クラッチ１）５２及び第２クラッチ（ク
ラッチ２）５３と、出力軸５４と、第１クラッチ５２と出力軸５４との間に介装された変
速ギア機構６０Ａと、第２クラッチ５３と出力軸５４との間に介装された変速ギア機構６
０Ｂと、を備えて構成される。
【００６７】
　変速ギア機構６０Ａは、入力側軸（入力軸１）５５Ａと、出力側軸（出力軸１）５６Ａ
と、入力側軸５５Ａと出力側軸５６Ａとの間に介装された、ギア６１ａ，６１ｂ，シンク
ロ機構付き係合機構（以下、単にシンクロとも言う）６１ｃからなる１速ギア組（ギア列
１）６１，ギア６３ａ，６３ｂ，シンクロ機構付き係合機構６３ｃからなる３速ギア組（
ギア列３）６３，ギア６５ａ，６５ｂ，シンクロ機構付き係合機構６５ｃからなる５速ギ
ア組（ギア列５）６５とをそなえている。
【００６８】
　変速ギア機構６０Ｂは、入力側軸（入力軸１）５５Ｂと、出力側軸（出力軸１）５６Ｂ
と、入力側軸５５Ｂと出力側軸５６Ｂとの間に介装された、ギア６２ａ，６２ｂ，シンク
ロ機構付き係合機構６２ｃからなる２速ギア組（ギア列２）６２と、ギア６４ａ，６４ｂ
，シンクロ機構付き係合機構６４ｃからなる３速ギア組（ギア列４）６４と、ギア６６ａ
，６６ｂ，シンクロ機構付き係合機構６６ｃからなる５速ギア組（ギア列６）６６とをそ
なえている。
【００６９】
　なお、各ギア組６１～６６はそれぞれ異なるギア比ｒ１～ｒ６を有している。
　また、出力側軸５６Ａの出力端部にはギア５７ａが固設され、出力軸５４のギア５４ａ
と噛み合って出力側軸５６Ａから出力軸５４に動力伝達できるようになっており、出力側
軸５６Ｂの出力端部にはギア５７ｂが固設され、出力軸５４のギア５４ａと噛み合って出
力側軸５６Ｂから出力軸５４に動力伝達できるようになっている。
【００７０】
　１速，３速，５速の変速段を達成するには、達成すべき変速ギア組の係合機構６１ｃ又
は６３ｃ又は６５ｃのみを係合させ、第１クラッチ５２を係合させ、第２クラッチ５３を
開放する。２速，４速，６速の変速段を達成するには、達成すべき変速ギア組の係合機構
６２ｃ又は６４ｃ又は６６ｃのみを係合させ、第２クラッチ５３を係合させ、第１クラッ
チ５２を開放する。
【００７１】
　したがって、例えば、６速から５速にダウンシフトする場合を想定すると、６速達成状
態、即ち、第２クラッチ５３を係合すると共に第１クラッチ５２を開放し、２速ギア組６
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２，４速ギア組６４，６速ギア組６６のうち６速ギア組６６のクラッチ２６のみを係合さ
せ、他のギア段のクラッチ２２，２４を開放させた状態から、５速達成状態、即ち、第１
クラッチ５２を係合すると共に第２クラッチ５３を開放し、１速ギア組６１，３速ギア組
６３，５速ギア組６５のうち５速ギア組６５のクラッチ２５のみを係合し、他のギア段の
クラッチ２１，２３を開放させた状態へと変更する。
【００７２】
　したがって、この場合は、第２クラッチ５３を係合から開放へ第１クラッチ５２を開放
から係合へと切り替える掛け替え制御とともに、２速ギア組６２，４速ギア組６４，６速
ギア組６６のうち６速ギア組６６のクラッチ２６のみを係合した状態から、１速ギア組６
１，３速ギア組６３，５速ギア組６５のうち５速ギア組６５のクラッチ２５のみを係合し
た状態へ切り替える（これを、クラッチ開閉以外の機械的操作とも呼ぶ）制御を行なうこ
とになる。
【００７３】
　つまり、変速段を1段のみ変更する場合には、第１クラッチ５２と第２クラッチ５３と
の間で掛け替え制御を行なえばよい。
　したがって、アクセル踏み込みによるダウンシフト（パワーオンダウンシフト）の場合
、例えば５速から４速に、或いは、４速から３速に、或いは、３速から２速等にダウンシ
フトすることがある。
【００７４】
　［第１実施形態］
　図７～図１１は本発明の第１実施形態に係るツインクラッチ式変速機の制御装置及び方
法を示すものである。
　（変速制御に係る機能構成）
　本実施形態では、本発明のダウンシフトに係る変速制御を、上述のような変速機の変速
段切替時に要求される第１クラッチ５２と第２クラッチ５３との一方を係合から開放に動
作させ、他方を開放から係合に動作させる際に適用する。なお、ここでは、第１クラッチ
５２を係合から開放に切り替えるクラッチ１とし、第２クラッチ５３を開放から係合に切
り替えるクラッチ２として説明するが、第１クラッチ５２を開放から係合に切り替え、第
２クラッチ５３を係合から開放に切り替える場合も、同様に本制御を適用できるのは勿論
である。
【００７５】
　本実施形態にかかる制御装置も、上述の図１に示す基本構成を含むものであるが、本制
御装置は、その変速制御フェーズに着目すると、上述の基本構成として説明した掛け替え
フェーズと、この掛け替えフェーズの前段階で掛け替えの準備をする準備フェーズと、掛
け替えフェーズの前に、イナーシャ分を調整するイナーシャフェーズと、掛け替えフェー
ズに次いで、制御の終了に至る終了フェーズとを備えている。
【００７６】
　このような観点から、本制御装置にかかる制御機能（摩擦係合要素制御手段）１０は、
図７に示すように、目標値設定手段１０Ａと、総トルク容量算出手段１０Ｂと、配分比設
定手段１０Ｃと、個別トルク容量算出手段１０Ｄと、締結制御手段１０Ｅとを有している
。また、本制御で着目しているパワーオンダウンシフトを判定するため、変速判定手段（
変速判定部）３Ａと、特定変速判定手段（パワーオンダウンシフト判定部）３Ｂとを有し
ている。
【００７７】
　これらの各手段１０Ａ～１０Ｅ，３Ａ，３Ｂは、変速機用ＥＣＵ（電子制御ユニット）
３内の機能要素として備えられている。
　まず、変速判定の手段について説明する。
　変速判定手段３Ａは、変速（変速段の変更）を行なうべきか否かを判定すると共に、変
速を行なうべき場合には目標変速段を設定する。この変速判定は、車速及びエンジン負荷
（例えば、スロットル開度或いはアクセル操作量）をパラメータとする、いわゆる変速マ
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ップに基づいて行なわれ、車速及びエンジン負荷で決まる運転点がダウンシフト線を超え
た位置に移動したら、変速マップ上の運転点の位置に応じた変速段を目標変速段に設定す
る。
【００７８】
　特定変速判定手段３Ｂでは、上記のダウンシフトが、エンジンから変速機側に正のトル
クが入力されているパワーオン状態におけるダウンシフトであるか否かを判定する。
　パワーオン状態であるかは、アクセル操作量やスロットル開度が基準値以上であるか、
又は、アクセル操作量変化量やスロットル開度変化量が基準変化量以上であるか、又は、
これらの組み合わせにより判定することができる。或いは、動力伝達中のクラッチに微小
な滑りを発生させておけば、このクラッチにおいて、入力回転数＞出力回転数によっても
判定することができる。
【００７９】
　次に、変速制御の手段について説明する。ここでは、クラッチ１を使用する状態（即ち
、５速段，３速段）からクラッチ２を使用する状態（即ち、４速段，２速段）へのパワー
オンダウンシフトを想定して説明するが、他のパワーオンダウンシフトの場合も、相応の
変速段及びクラッチに置き換えて適用できるものである。
　目標値設定手段１０Ａは、制御対象のクラッチの回転目標値として、制御対象クラッチ
の入出力側回転速度の差である目標差回転数を設定する。制御対象のクラッチは、変速制
御の進行状態で変わり、制御開始時には、現変速段で使用していて開放される開放側クラ
ッチ（クラッチ１）の入出力側回転速度の差である第１目標差回転数（目標差回転１とも
いう）Δｎ１を設定する。また、その後の制御中には、目標変速段（変速後変速段）で使
用する締結側クラッチ（クラッチ２）の入出力側回転速度の差である第２目標差回転数（
目標差回転２ともいう）Δｎ２を設定する。
【００８０】
　なお、パワーオンダウンシフト時には、第１，２目標差回転数Δｎ１，Δｎ２は、制御
対象のクラッチの入力回転数が出力回転数よりも所定の微小量だけ大きい値とする。つま
り、第１目標差回転数Δｎ１は、クラッチ１の入力側回転数（入力軸５１の回転数）がク
ラッチ１の出力側回転数［入力側軸５５Ａの回転数］よりもこの第１目標差回転数Δｎ１
だけ大きくなるように設定される。また、第２目標差回転数Δｎ２は、クラッチ２の入力
側回転数（入力軸５１の回転数）がクラッチ２の出力側回転数［入力側軸５５Ｂの回転数
］よりもこの第２目標差回転数Δｎ２だけ大きくなるように設定される。
【００８１】
　パワーオン走行時には、クラッチを滑らせればエンジン回転速度（入力側回転速度）が
上昇するので、クラッチの滑り状態を制御すれば、クラッチの入力回転数が出力回転数よ
りも目標差回転数Δｎだけ大きい状態（エンジン回転速度がクラッチの出力回転速度より
も高い状態）を実現できる。
　なお、目標値設定手段１０Ａは、変速を実行することが決定される（変速決心）前の定
常走行時にも、車両のパワーオン走行であることを条件に、締結して使用中のクラッチ（
次回の変速で開放されるクラッチ）について目標差回転数を設定する。この時の目標差回
転数は、第１目標差回転数Δｎ１を用いる。つまり、パワーオン走行時には、変速が決断
されなくても、締結中のクラッチに目標差回転数に応じた滑りを与えることで、その後の
変速開始後の処理を速やかに行なえるようにしている。
【００８２】
　総トルク容量算出手段１０Ｂでは、例えば、スロットル開度やアクセル開度などのエン
ジン負荷に応じたパラメータ値から総伝達トルク容量を算出する。特に、本制御装置では
、総トルク容量算出手段１０Ｂでは、制御対象のクラッチの差回転フィードバック制御（
Ｆ／Ｂ制御）に用いる目標差回転と実差回転との偏差（フィードバック制御偏差）に応じ
て設定されるフィードバック補正量（Ｆ／Ｂ補正分Ｔｆｂ）と、オープン制御分に相当す
る入力軸トルクＴｉｎとの和を、クラッチの総トルク容量Ｔｃとしている。
【００８３】
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　例えば、掛け替えフェーズ（トルクフェーズとも言う）では、各クラッチにより伝達さ
れる総伝達トルク容量そのものをエンジン負荷に対応するように設定して、この設定した
総伝達トルク容量が変速機により実際に伝達されるように制御することで入力軸回転速度
を一定状態に維持することができる。
　また、エンジン出力に対して総伝達トルク容量が小さければ、エンジン回転速度（即ち
、入力軸回転速度）は上昇し、エンジン出力に対して総伝達トルク容量が大きければ、エ
ンジン回転速度（即ち、入力軸回転速度）は下降する。したがって、パワーオン時には、
クラッチを結合状態から係合を弱めて滑らせていけば、エンジン出力に対して総伝達トル
ク容量が小さくなり、エンジン回転速度（入力軸回転速度）は上昇し、クラッチを滑り状
態から結合状態への係合を強めていけば、エンジン出力に対して総伝達トルク容量が大き
くなり、エンジン回転速度（入力軸回転速度）は下降する。
【００８４】
　配分比設定手段１０Ｃでは、総伝達トルク容量に対する開放側クラッチ及び締結側クラ
ッチの分担割合（配分率）を設定する。ここでは、掛け替えフェーズに締結（係合）から
開放される開放側クラッチの配分比に着目して説明する。
　また、変速時において、準備フェーズでは、総伝達トルク容量の全てをその後の掛け替
えフェーズで開放されるクラッチで負担するように、配分比設定手段１０Ｃでは、開放さ
れるクラッチの配分比を１とする。
【００８５】
　また、掛け替えフェーズでは、開放されるクラッチの配分比は１から０に漸減し締結さ
れるクラッチの配分比は０から１に漸増するように、各配分比を設定する。そして、終了
フェーズでは、総伝達トルク容量の全てを締結されるクラッチで負担するように、配分比
設定手段１０Ｃでは、開放されるクラッチの配分比を０（締結されるクラッチの配分比は
１）とする。したがって、掛け替えフェーズでは、開放されるクラッチであるクラッチ１
（開放側クラッチ）の配分比は１から０に漸減し、締結されるクラッチであるクラッチ２
（締結側クラッチ）の配分比は０から１に漸増するように、各配分比を設定する。
【００８６】
　個別トルク容量算出手段１０Ｄでは、総トルク容量算出手段１０Ｂにより算出された総
トルク容量と配分比設定手段１０Ｃにより設定された開放されるクラッチ及び締結される
クラッチの各配分比とから、開放されるクラッチ及び締結されるクラッチの各トルク容量
（個別トルク容量）を設定する。つまり、総トルク容量に開放されるクラッチの配分比を
乗算することで、開放されるクラッチの個別トルク容量が得られ、総トルク容量に締結さ
れるクラッチの配分比を乗算することで、締結されるクラッチの個別トルク容量が得られ
る。
【００８７】
　締結制御手段１０Ｅでは、個別トルク容量算出手段１０Ｄにより算出された伝達トルク
容量（個別トルク容量）に基づいて開放されるクラッチと締結されるクラッチとの各係合
制御量を調整する。係合制御量としては、各クラッチに加える油圧が適用されるが、この
個別トルク容量とそのクラッチの油圧とは予め認識できる対応関係（クラッチ容量－油圧
関係）が有るので、個別トルク容量からそのクラッチの油圧を設定し制御することができ
る。
【００８８】
　本変速機制御では、変速前の定常走行時に、車両のパワーオン走行であることを条件に
、開放中のクラッチ（次の変速時に締結されるクラッチ）について予め目標差回転制御を
実施している。
【００８９】
　そして、変速の開始が決められると、変速制御（準備フェーズ，イナーシャフェーズ，
掛け替えフェーズ，終了フェーズ）が開始される。
　準備フェーズでは、変速開始時から、開放されるクラッチ（ここでは、クラッチ１）を
滑り状態にしてその入出力差回転数（開放されるクラッチの入出力側の回転速度差）が第



(20) JP 4257350 B2 2009.4.22

10

20

30

40

50

１目標差回転数Δｎ１となるように開放されるクラッチ１の係合制御量を調整する。この
ときは、当然ながら、その後締結されるクラッチ２は開放状態とし、変速機における総伝
達トルク容量の全てを開放されるクラッチが負担すること（即ち、開放されるクラッチの
配分比は１）になる。また、この準備フェーズでは、目的変速段（以下、変速後変速段と
も言う）を確立するためにクラッチの締結開放以外の機械的操作を実施する。開放される
クラッチの差回転数が第１目差標回転数Δｎ１に到達しても、変速後変速段の確立が完了
しなければ、開放されるクラッチの差回転数を第１目標差回転数Δｎ１に保持する。
【００９０】
　また、イナーシャフェーズでは、開放されるクラッチ１の滑り状態を維持して、変速後
変速段段にかかるクラッチ２の入出力差回転数が第２目標差回転数Δｎ２に漸近するよう
にクラッチ１の係合制御量を調整する。このときも、変速後変速段で用いる締結側クラッ
チ２は開放したままであり、変速機における総伝達トルク容量の全てを開放されるクラッ
チ１が負担する状態（即ち、開放されるクラッチの配分比は１）を維持する。
【００９１】
　また、掛け替えフェーズでは、トルク容量算出手段１０Ｂにより、変速後変速段にかか
るクラッチ２の差回転数が第２目標差回転数Δｎ２の状態に維持されるのに必要な総伝達
トルク容量を算出する。そして、配分比設定手段１０Ｃにより、開放側クラッチ１と締結
側クラッチ２とにおける各伝達トルク容量の和が上記総伝達トルク容量に等しくなり且つ
開放されるクラッチの配分比は漸減し締結されるクラッチの配分比は漸増するように、開
放されるクラッチと締結されるクラッチとにおける伝達トルク容量の配分比を設定する。
そして、算出された総伝達トルク容量と設定された配分比とに基づいて開放されるクラッ
チと締結されるクラッチとの各伝達トルク容量を設定して、この設定した伝達トルク容量
に基づいて開放されるクラッチと締結されるクラッチとの各係合制御量を調整する。
【００９２】
　終了フェーズでは、締結側クラッチの差回転数が第２目差標回転数Δｎ２を維持するよ
うにしながら、次回の変速制御が間もなく行われるか否かを判断し（プリシフト判断）、
次回の変速制御が間もなく行われる場合には、予測変速段の確立（プリシフト）が必要と
判断して、予測変速段の確立を指令する。なお、予測変速段の確立とは、次回の変速制御
において目的とする変速段を達成するのに必要な動力伝達要素（例えば目的のギア段の歯
車組み）の係合（即ち、機械的操作）の完了を言い、プリシフトとも呼ぶ。次回の変速制
御が間もなく行われない場合には、開放側クラッチを連れ回し制御する。なお、終了フェ
ーズでは、締結側クラッチについては、差回転数が第２目標差回転数Δｎ２を維持するよ
うに制御し、総伝達トルク容量の全てを締結側クラッチが負担する状態（即ち、締結側ク
ラッチの配分比は１）を維持する。
【００９３】
　なお、準備フェーズからイナーシャフェーズへの移行は、開放されるクラッチ（締結し
ているクラッチであるクラッチ１）の差回転数が第１目標差回転数Δｎ１に達して、且つ
、変速後変速段の確立が完了したことを条件とする。
　イナーシャフェーズから掛け替えフェーズへの移行は、変速後変速段に使用するクラッ
チクラッチ２の差回転数が第２目標差回転数Δｎ２に到達したことを条件とする。
【００９４】
　掛け替えフェーズから終了フェーズへの移行は、掛け替えフェーズにより開放側クラッ
チであるクラッチ１の伝達トルク容量が０になったことを条件とする。
　また、終了フェーズの終了は、次回の変速制御が間もなく行われる場合には、予測変速
段が確立されたことを条件とし、次回の変速制御が間もなく行われない場合には、開放側
クラッチを連れ回し制御が実施されていることと締結側クラッチの差回転数が第２目標差
回転数Δｎ２の所定範囲内になったこととを条件とする。
【００９５】
　なお、上述のようにフェーズの切替閾値にも関連する目標差回転数Δｎ１，Δｎ２は、
一定値としても良いが、制御開始時点或いはフェーズ開始時点におけるエンジン負荷状態
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、即ち、エンジンの負荷又は該負荷に対応する量（スロットル開度，及びエンジントルク
を含む）に基づいて設定したり、或いは、エンジン負荷状態及び準備フェーズ開始時点の
入力回転速度に応じて可変（例えば、エンジン負荷が大きいほど大きく、また、入力回転
速度が高いほど大きく）に設定したりしても良い。
【００９６】
　（ブロック図）
　次に、本実施形態の装置にかかる具体的な制御構成について、図８のブロック図を用い
て説明する。
　図８に示すように、本装置は、当然ながら、制御機能要素として図１に示す構成要素を
含んでおり、入力信号演算部Ｂ１と、変速決心演算部Ｂ２と、変速スケジュール制御部Ｂ
３と、制御対象回転選択部Ｂ４と、目標差回転演算部Ｂ５と、配分比演算部Ｂ６と、実差
回転数演算部Ｂ７と、回転Ｆ／Ｂ制御部（回転速度フィードバック制御部）Ｂ８と、加算
部Ｂ９と、クラッチ容量配分部（トルク容量配分部）Ｂ１０と、連れ回し制御クラッチ容
量演算部Ｂ１１と、クラッチ１容量／圧変換部Ｂ１２と、クラッチ２容量／圧変換部Ｂ１
３と、変速段確立演算部Ｂ１４と、トルク補正量演算部１５とを備えている。
【００９７】
　なお、変速決心演算部Ｂ２には、図７の変速判定手段（変速判定部）３Ａ及び特定変速
判定手段（パワーオンダウンシフト判定部）３Ｂの機能が含まれる。
　また、目標差回転演算部Ｂ５は、図７の目標値設定手段１０Ａに相当し、配分比演算部
Ｂ６は、図７の配分比設定手段１０Ｃに相当し、加算部Ｂ９は、図７の総トルク容量算出
手段１０Ｂに相当し、トルク容量配分部Ｂ１０及び加算部Ｂ１６，Ｂ１７は、図７の個別
トルク容量算出手段１０Ｄに相当し、クラッチ１容量／圧変換部Ｂ１２及びクラッチ２容
量／圧変換部Ｂ１３は、図７の締結制御手段１０Ｅに相当する。
【００９８】
　まず入力信号演算部Ｂ１にて、入力信号の処理を行なう。この入力信号には、車速信号
を生成するための車輪速信号，アクセル操作量信号を生成するためのアクセル開度信号，
クラッチ１及び２の入力側回転速度である入力軸信号，クラッチ１の出力側回転速度であ
る第１出力軸信号，クラッチ２の出力側回転速度である第２出力軸信号等が含まれる。
　変速決心演算部Ｂ２は、入力信号演算部Ｂ１より、車速信号とアクセル操作量信号とを
受け、予め作成された変速マップとの比較により、変速パターンを生成する。この変速パ
ターンには、非変速状態も含まれる。
【００９９】
　変速スケジュール制御部Ｂ３は、この変速パターンと、制御対象クラッチの出力側回転
速度ωｃと両クラッチのトルク容量配分比Ｒを監視し、これにより、制御の進行状況を判
断して、準備フェーズ，掛け替えフェーズ，イナーシャフェーズ，終了フェーズの中の何
れかのフェーズを選択して変速制御フェーズを生成する。
　制御対象回転選択部Ｂ４は、変速決心演算部Ｂ２出生成された変速パターンと、変速ス
ケジュール制御部Ｂ３で生成された変速制御フェーズとから、それぞれの変速制御に合わ
せ、制御対象となるクラッチを選択し、その選択したクラッチの出力回転速度信号から、
制御対象クラッチの出力側回転速度ωｃを生成する。
【０１００】
　目標差回転演算部Ｂ５は、変速スケジュール制御部Ｂ３で生成された変速フェーズと制
御対象クラッチの出力側回転速度ωｃとから、それぞれの変速制御に合わせ、目標差回転
数Δｎ（Δｎ１又はΔｎ２）を生成する。このとき、入力軸トルクＴｉｎが、符号が正の
場合には、目標差回転数Δｎを、制御対象クラッチの入力側回転速度（入力軸回転数）ω
ｉｎが出力側回転速度ωｃよりも大きくなるように設定し、符号が負の場合には、制御対
象クラッチの入力側回転速度ωｉｎが出力側回転速度ωｃよりも小さくなるように設定す
る。したがって、パワーオン状態では、目標差回転数Δｎを、制御対象クラッチの入力側
回転速度が出力側回転速度よりも大きくなるように設定する。
【０１０１】
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　配分比演算部Ｂ６は、変速制御フェーズから、それぞれの変速制御に合わせてクラッチ
のトルク容量配分比Ｒを生成する。
　実差回転数演算部Ｂ７は、制御対象のクラッチ回転数と入力軸回転数の実差回転数を演
算する。ここで、実差回転数Δｎｒを算出する際には入力軸トルクの正負を考慮する。
　回転Ｆ／Ｂ制御部Ｂ８は、制御対象クラッチの実差回転数Δｎｒと、目標差回転数Δｎ
とを用いて、目標差回転に対するフィードハック制御量（Ｆ／Ｂ補正分）Ｔｆｂを生成す
る。
【０１０２】
　加算部Ｂ９では、回転Ｆ／Ｂ制御部Ｂ８により生成されたＦ／Ｂ補正分Ｔｆｂと、オー
プン制御分に相当する入力軸トルクＴｉｎとの和を取り、クラッチの総トルク容量Ｔｃを
生成する。
　トルク容量配分部Ｂ１０は、加算部Ｂ９で算出された総トルク容量Ｔｃを、配分比演算
部Ｂ６で生成されたトルク容量配分比Ｒに応じて、各々のクラッチに配分し、クラッチ１
容量Ｔｃ１´，クラッチ２容量Ｔｃ２´とする。
【０１０３】
　連れ回し制御クラッチ容量演算部B１１は、非駆動側クラッチ（非駆動側軸）の連れ回
し制御に必要なトルク容量Ｔｔｒを算出する。ただし、プリシフトが判断されている場合
には、このトルク容量Ｔｔｒを０とする。
　加算部Ｂ１６では、トルク容量配分部Ｂ１０により生成されたクラッチ１容量Ｔｃ１´
と、連れ回し制御クラッチ容量演算部B１１により生成されたトルク容量Ｔｔｒとの和を
取り、クラッチ１のトルク容量Ｔｃ１を生成する。
【０１０４】
　加算部Ｂ１７では、トルク容量配分部Ｂ１０により生成されたクラッチ２容量Ｔｃ２´
と、連れ回し制御クラッチ容量演算部B１１により生成されたトルク容量Ｔｔｒとの和を
取り、クラッチ２のトルク容量Ｔｃ２を生成する。
　クラッチ１容量／圧変換部Ｂ１２は、クラッチ１容量Ｔｃ１をクラッチ１制御指令圧に
変換し、クラッチ２容量／圧変換部Ｂ１３は、クラッチ２容量Ｔｃ２をクラッチ２制御指
令圧に変換して、各クラッチへの制御を実施するようになっている。
【０１０５】
　変速段確立制御部Ｂ１４は、シンクロによるギア列の切リ換えなどの、クラッチの締結
・開放以外の機械的操作によって変速段が確立する自動変速機の場合に、変速段の確立を
指令する。ただし、この機械的操作が不要な自動変速機1おいては、これを省略する。
　トルク補正量演算部Ｂ１５は、イナーシャフェーズ時に目標差回転数の変化速度（微分
値）から発生イナーシャトルクを計算する。
【０１０６】
　（フローチャート）
　本実施形態にかかる自動変速機の制御装置は、上述のように構成されており、例えば、
図９のフローチャートに示すように、パワーオンダウンシフト時の変速制御が行なわれる
。なお、ここでも、クラッチ１を使用する状態（即ち、５速段，３速段）からクラッチ２
を使用する状態（即ち、４速段，２速段）へのパワーオンダウンシフトを想定して説明す
るが、他のパワーオンダウンシフトの場合も、相応の変速段及びクラッチに置き換えて適
用できるものである。
【０１０７】
　図９に示すように、まず、ステップＳ１にて、変速制御中かを判断する。変速中である
と判断されたら、続いてステップＳ２にて、準備フェーズか否かの判断をする。変速開始
時点であれば、まず、準備フェーズが選定される。
　この準備フェーズでは、ステップＳ３にて、差回転制御の目標値を変速前制御目標値（
変速前目標差回転速度）である目標差回転数Δｎ１に設定する。変速前制御目標値は、ダ
ウンシフトの場合には、入力側を出力側よりも高く設定する。これと同時に、ステップＳ
３にて、開放側クラッチであるクラッチクラッチ１の配分比を１に固定する。逆に、締結
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側クラッチであるクラッチ２の配分比は０に固定する。また、シンクロによる目的変速段
の確立（ギア係合）を行なう。
【０１０８】
　そして、ステップＳ４にて、開放されるクラッチ１の実差回転数が変速前目標差回転数
Δｎ１に近傍の所定の範囲内に達したか否かを判断する。また、本実施形態では、変速後
変速段確立のための機械的な切替操作が必要なので、ステップＳ４には、その機械的操作
により、変速後変速段が確立されたことがａｎｄ条件として実差回転数が変速前目標差回
転数Δｎ１の所定範囲内に達した条件に加えられる。
【０１０９】
　ここで、開放されるクラッチ１の実差回転数が変速前目標回転速度Δｎ１に達しなけれ
ば、或いは、変速後変速段が確立されていなければ、ステップＳ２６，Ｓ２７のクラッチ
容量演算及びクラッチ指令油圧演算の各処理を行なう。
　つまり、ステップＳ２６にて、この時点で算出された総クラッチ容量と配分比とから、
開放側トルク容量、および締結側トルク容量を算出し、ステップＳ２７にて、各々のトル
ク容量－油圧変換特性に基づいて、各々のクラッチの指令圧として、アクチュエータに対
して、指令する。
【０１１０】
　このようにして、ステップＳ１，Ｓ２，Ｓ３，Ｓ４，Ｓ５，Ｓ２６，Ｓ２７の各処理を
、制御周期毎に繰り返して、準備フェーズを実施することにより、実差回転数が目標差回
転数Δｎ１の所定範囲内に入っていくことになり、変速後変速段も確立されることになる
。
　これにより、ステップＳ４にて、開放側クラッチの実差回転数が変速前目標差回転数Δ
ｎ１の所定の範囲内に達し、且つ、変速後変速段が確立されたと判断される状態になる。
【０１１１】
　この場合には、準備フェーズを終了し、ステップＳ５にて、準備フェーズ終了フラグを
成立して、イナーシャフェーズヘの移行設定をする。これにより、次回の制御周期では、
ステップＳ２にて、準備フェーズでないと判断し、ステップＳ６にて、イナーシャフェー
ズか否かの判断をし、ここで、イナーシャフェーズであると判断し、イナーシャフェーズ
に移行することになる。
【０１１２】
　イナーシャフェーズでは、ステップＳ７にて、差回転制御の目標値を次に締結されるク
ラッチ２に切り替えて、制御目標値を目標差回転数Δｎ２に設定し、これと同時に、開放
されるクラッチ１の配分比を１に設定し、締結されるクラッチ２の配分比を０に設定する
。さらに、イナーシャフェーズ時間カウントのタイマを起動する。その後、ステップＳ８
にて、目標差回転数Δｎ２と締結されるクラッチ２の現在の実差回転数とを比較し、実差
回転数が目標差回転数数Δｎ２の所定範囲内に達しているか否かを閾値と比較して判断す
る。
【０１１３】
　実差回転数が目標差回転数数Δｎ２の所定範囲内に達していなければ、ステップＳ１０
にて、イナーシャフェーズの開始時期にカウントを開始したタイマが終了値（所定時間）
に達したかを判断する。
　なお、タイマの終了値（所定時間）は、実差回転数が目標差回転数Δｎ２の所定範囲内
に達するに必要とされる時間に基づいて設定し、その時点における、エンジンの負荷又は
該負荷に対応する量（例えば、スロットル開度）、変速機への入力トルク又は入力トルク
に対応する量などと、入力軸回転数、もしくは制御対象の入力軸回転数、もしくは変速比
のいずれかによって決定される所定値とする。このように変速状況に適した時間設定によ
り、イナーシャフェーズの時間の制限（イナーシャフェーズに過剰な時間をかけないよう
にする）と、クラッチの締結ショックの改善とをバランスさせることができる。
【０１１４】
　ここで、タイマが終了値に達してなければ、最終的な開放側締結容量、締結側締結容量
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（ステップＳ２６）をそれぞれ算出し、開放側クラッチ指令油圧、締結側クラッチ指令油
圧に変換し（ステップＳ２７）、アクチュエータに対して、指令する。
　イナーシャフェーズの制御周期を繰り返すことにより、実差回転数が目標差回転数Δｎ
２に達するようになるか、又は、タイマが終了値（所定時間）に達して、ステップＳ８か
らステップＳ９又はステップＳ１０からステップＳ９に進む。ステップＳ９では、イナー
シャフェーズを終了し、イナーシャフェーズ終了フラグを成立して、掛け換えフェーズヘ
の移行を設定する。
【０１１５】
　これにより、次回の制御周期では、ステップＳ１，Ｓ２を経てステップＳ６にて、イナ
ーシャフェーズでないと判断し、ステップＳ１１に進んで、掛け換えフェーズか否かの判
断をし、ここで、掛け換えフェーズであると判断し、掛け換えフェーズに移行することに
なる。
　掛け換えフェーズでは、ステップＳ１２にて、差回転制御の目標値を目標差回転数Δｎ
２に保持し、同時に、開放されるクラッチ１の配分比は所定の変化速度で漸減し、締結さ
れるクラッチ２の配分比は所定の変化速度で漸増するように変化速度に応じた配分比変化
量（１制御周期当たりの量）を設定する。その後、ステップＳ１３にて、前回の配分比に
対して配分比変化量を減算し開放されるクラッチ１の配分比を設定し、締結されるクラッ
チ２は逆に前回の配分比に対して配分比変化量を加算して設定する。そして、ステップＳ
１４にて、開放されるクラッチ１の配分比が０かを判断する。
【０１１６】
　掛け換えフェーズの開始後しばらくは開放されるクラッチ１の配分比は０にはならず、
この掛け換えフェーズにおいても、設定した配分比に基づいて、前述のステップＳ２６，
Ｓ２７の各処理により、最終的な開放側締結容量、締結側締結容量（ステップＳ２６）を
それぞれ算出し、開放側クラッチ指令油圧、締結側クラッチ指令油圧に変換し（ステップ
Ｓ２７）、アクチュエータに対して、指令する。
【０１１７】
　このような掛け換えフェーズの処理を繰り返すことにより、ステップＳ１３で開放され
るクラッチ１の配分比が減少していくため、ステップＳ１４にて、開放されるクラッチ１
の配分比が０と判断するようになる。このときには、ステップＳ１５にて、掛け換えフェ
ーズを終了し、掛け替えフェーズ終了フラグを成立して、終了フェーズヘの移行を設定す
る。
【０１１８】
　これにより、次回の制御周期では、ステップＳ１，Ｓ２，Ｓ６，Ｓ１１を経てステップ
Ｓ１６に進んで、終了フェーズか否かの判断をし、ここで、終了フェーズであると判断し
、終了フェーズへ移行することになる。
　終了フェーズでは、ステップＳ１７にて、締結側クラッチの目標差回転数を第２目標差
回転数に保持し、同時に、開放側クラッチの配分比を０に固定し、締結側クラッチの配分
比を１に設定する。また、変速前変速段の開放（ギア係合の開放）も指令する。その後、
ステップＳ１８にて、プリシフトの要否、即ち、次回の変速制御が間もなく行われるか否
かを判断する。つまり、次回の変速制御が間もなく行われる場合にはプリシフト要、行わ
れない場合にはプリシフト不要と判断する。
【０１１９】
　ここで、プリシフトが必要と判断された場合は、ステップＳ１９にて予測変速段の確立
を指令する。続いて、ステップＳ２０にて締結側クラッチの差回転数が所定範囲内に収ま
っており且つ予測変速段が確立されているかを判断し、条件を満たしていなければ、終了
フェーズが続行され、条件を満たしていれば、ステップＳ２１にて終了フェーズ終了フラ
グが成立し、変速が終了する。
【０１２０】
　一方、ステップＳ１８にて、プリシフトが必要でないと判断されたら、ステップＳ２２
にて開放側連れ回し制御を指令する。続いて、ステップＳ２３にて締結側クラッチの差回
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転数が所定範囲内に収まっており且つ開放側軸連れ回し制御が行なわれているかを判断し
、条件を満たしていなければ、終了フェーズが続行され、条件を満たしていれば、ステッ
プＳ２４にて終了フェーズ終了フラグが成立し、変速が終了する。
【０１２１】
　この終了フェーズにおいても、最終的な開放側締結容量、締結側締結容量（ステップＳ
２６）をそれぞれ算出し、開放側クラッチ指令油圧、締結側クラッチ指令油圧に変換し（
ステップＳ２７）、アクチュエータに対して、指令する。
　そして、ステップＳ２１又はＳ２４にて、終了フェーズ終了フラグが成立すると、変速
が終了し、次の制御周期では、ステップＳ１にて、変速中でない（定常走行時）と判断さ
れ、ステップＳ２５にて、目標差回転数を算出し、非変速時の配分比を設定し、非駆動働
軸の連れ回し制御を行なう。
　以上の処理を、所定の制御周期で繰り返すことで、本制御が実施される。
【０１２２】
　（パワーオンダウンシフト時のタイムチャート）
　本実施形態にかかる変速制御を、図１０，図１１のパワーオンダウンシフト時（アクセ
ルペダル踏込時の車速増加に伴うダウンシフト時）の時系列動作模式図（タイムチャート
）を参照して説明する。本制御の具体例を説明する。
【０１２３】
　（プリシフトをしない場合）
　図１０は終了フェーズ時にプリシフトが必要でないと判断された時の時系列動作模式図
である。
　まず、準備フェーズでは、目標差回転数１（第１目標差回転数Δｎ１）を設定し、制御
対象のクラッチ１（開放側クラッチ）の実差回転数が目標差回転数１に追従するように制
御する。この時、同時に変速後変速段を確立する。
【０１２４】
　次に、イナーシャフェーズでは、差回転制御の制御対象の目標値をクラッチ２に切リ換
えて、ここでは、現在のクラッチ２の差回転数から、変速後の目標差回転数２（第２目標
差回転数Δｎ２）までの目標差回転数の軌跡を算出し、これに実差回転数を追従させる。
　そして、掛け替えフェーズでは、イナーシャフェーズの差回転数制御を維持しつつ、ト
ルク配分比制御を行なうことで、締結状態のクラッチ１を開放しつつ、開放状態のクラッ
チ２を締結する。
【０１２５】
　終了フェーズでは、目標差回転数２を設定し、クラッチ２の実差回転数がこれに追従す
るように制御する。この時、例えば、シンクロによるギア列の構成変更が必要になるよう
な自動変速機の場合、変速前変速段を開放し、開放側トルクを所定量だけ持たせ、開放側
軸を連れ回す制御を行なう。
【０１２６】
　（プリシフトをする場合）
　図１１は、終了フェーズ時にプリシフトが必要であると判断された時の時系列動作模式
図である。よって、この図１１に示す例は、図１０に示すものに対し終了フェーズのみが
異なっている。この場合の終了フェーズは、クラッチ２の目標差回転数２を設定し、クラ
ッチ２の実差回転数がこれに追従するように制御する。この時、例えば、シンクロによる
ギア列の構成変更が必要になるような自動変速機の場合、変速前変速段を開放して、予測
変速段に設定する。
【０１２７】
　このように、本実施形態にかかる変速機の制御によれば、車両のパワーオンダウンシフ
トを行なう際に、総トルク容量を、変速機への入力トルクと、目標差回転数と実差回転数
とのフィードバック制御の偏差から算出される補正値との和とするので、総トルク容量を
シンプルなロジックで適切に設定することができ、円滑なパワーオンダウンシフトを実施
することができる。
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【０１２８】
　また、各フェーズでは、伝達トルクの配分状態に着目しながら、クラッチの回転速度を
制御することになり、掛け替え制御を、トルクに着目した制御と回転速度に着目した制御
とに切り分けつつ、最終的には単一の制御量にして出力でき、シンプルな制御ロジックで
、円滑な掛け替え動作を実現できるようになる。
　また、掛け替えフェーズにおける変速前変速段の動力伝達に用いていたクラッチ１の締
結から開放と、変速後変速段の動力伝達に用いるクラッチ２の開放から締結とのタイミン
グを、それぞれ、完全に同期することが可能になり、より円滑でショックも少なく安定し
た変速制御を実現することができるようになる。
【０１２９】
　また、パワーオン走行時には、変速開始前の状態で動力伝達に用いているクラッチ１を
差回転数制御する（変速後はクラッチ２を差回転数制御）ので、掛け替え制御開始への移
行がスムーズになる。なお、変速開始前の状態でクラッチ１を差回転数制御する際に、動
力伝達に用いない開放状態のクラッチの出力軸を連れ回すことにより、変速開始後に与え
るべき回転数変化を予め小さくすることができ、変速に要する時間を短縮すると共に開放
状態のクラッチの耐久性を向上させることができる。
【０１３０】
　［第２実施形態］
　図１２～図１４は本発明の第２実施形態に係るツインクラッチ式変速機の制御装置及び
方法を示すものである。本実施形態では、第１実施形態における準備フェーズとイナーシ
ャフェーズとを同時に実施する準備＆イナーシャフェーズとして構成したものである。制
御にかかる機能要素は図８のブロック図に示す第１実施形態のものと同様であるので説明
は省略する。
【０１３１】
　図１２は本件実施形態にかかるフローチャートを示している。図１２において、図９と
同符号のステップは同様な処理なので説明を省略し、本実施形態の特徴点を説明する。
　図１２に示すように、まず、ステップＳ１にて変速中かを判断し、変速中と判断された
ら、続いてステップＳ２ａにて準備＆イナーシャフェーズか判断する。準備＆イナーシャ
フェーズと判断されたら、ステップＳ３にて開放側のクラッチ１の目標差回転数を算出し
、クラッチ１の配分比を１に設定し、変速後変速段の確立指令を行なう。ステップＳ４に
てクラッチ１の差回転数が閾値未満になっていて、且つ、変速後変速段が確立しているか
を判断し、この条件を満たしている場合は、ステップＳ９ａにて準備＆イナーシャフェー
ズ終了フラグが成立し、その後は掛け変えフェーズへ移行する。
【０１３２】
　また、ステップＳ４にて条件を満たしていないと判断した場合は、ステップＳ６ａにて
変速後変速段が確立しているか判断する。ステップＳ４にて条件を満たしていなくても、
変速後変速段の確立のみが達成されている場合があり、この場合は、ステップＳ７ａにて
タイマを設定する。さらに、ステップＳ８にて差回転数が閾値未満であるか判断し、この
条件が成立していると判断した場合はステップＳ９ａにて準備＆イナーシャフェーズ終了
フラグが成立し、その後は掛け変えフェーズへ移行する。
【０１３３】
　一方、ステップＳ８にて差回転数が閾値未満でないと判断した場合は、ステップＳ１０
にてタイマ終了か判断する。タイマ終了と判断した場合はステップＳ９ａにて準備＆イナ
ーシャフェーズ終了フラグが成立し、その後は掛け変えフェーズへ移行する。
　これ以外のステップは、第１実施形態のものと同様である。
　（パワーオンダウンシフト時のタイムチャート）
　本実施形態にかかる変速制御を、図１３，図１４のパワーオンダウンシフト時（アクセ
ルペダル踏込時の車速増加に伴うダウンシフト時）の時系列動作模式図（タイムチャート
）を参照して説明する。本制御の具体例を説明する。
【０１３４】
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　（プリシフトをしない場合）
　図１３は、終了フェーズ時にプリシフトが必要でないと判断された時の時系列動作模式
図である。
　図１３に示すように、準備＆イナーシャフェーズでは、差回転制御の制御対象の目標値
をクラッチ２にして、入力軸の変速後回転数を推定し、現在の入力軸回転数から、推定し
た変速後回転数までの目標差回転数の軌跡を算出し、これにクラッチ２の実差回転数を追
従させる。同時に変速後変速段を確立させる。このとき、締結側クラッチを制御すること
で、締結側軸を連れ回し、締結側軸回転数が変速後変速段確立後の開放側軸回転数付近に
達したところで、変速後変速段を確立することで、シンクロ等の機械的操作の負担を低減
させる。
【０１３５】
　次に、掛け変えフェーズでは、差回転数制御を維持しつつ、トルク配分比制御を行うこ
とで、締結状態のクラッチ１を開放しつつ、開放状態のクラッチ２を締結する。
　以後は、図１０に示す第１実施形態のものと同様であるので説明を省略する。
【０１３６】
　（プリシフトをする場合）
　図１４は、終了フェーズ時にプリシフトが必要である判断された時の時系列動作模式図
である。この図１４に示す例は、図１３に示すものに対し終了フェーズのみが異なってい
る。この場合の終了フェーズは、クラッチ２の目標差回転数２を設定し、クラッチ２の実
差回転数がこれに追従するように制御する。この時、例えば、シンクロによるギア列の構
成変更が必要になるような自動変速機の場合、変速前変速段を開放して、予測変速段に設
定する。
【０１３７】
　このように、本実施形態にかかる変速機の制御によっても、第１実施形態と同様の効果
が得られ、さらに、準備フェーズとイナーシャフェーズとを同時に実施するため、変速に
要する時間をより短縮させることが可能になる。
【０１３８】
　［第３実施形態］
　図１５～図１７は本発明の第３実施形態に係るツインクラッチ式変速機の制御装置及び
方法を示すものである。本実施形態では、第１実施形態における準備フェーズとイナーシ
ャフェーズと掛け変えフェーズとを同時に実施する準備＆イナーシャ＆掛け変えフェーズ
として構成したものである。制御にかかる機能要素は図８のブロック図に示す第１実施形
態のものと同様であるので説明は省略する。
【０１３９】
　図１５は本件実施形態にかかるフローチャートを示している。図１５において、図９と
同符号のステップは同様な処理なので説明を省略し、本実施形態の特徴点を説明する。
　図１５に示すように、まず、ステップＳ１にて変速中かを判断し、変速中と判断された
ら、続いてステップＳ２ｂにて準備＆イナーシャ＆掛け変えフェーズか判断する。ここで
、準備＆イナーシャ＆掛け変えフェーズと判断されたら、ステップＳ３にてクラッチ１の
目標差回転数を算出し、クラッチ１の配分比を１に設定し、変速後変速段の確立指令を行
なう。
【０１４０】
　ステップＳ４ａにて変速後変速段が確立していて、且つ、入力軸回転数が変速後回転数
を上回っているという条件を満たしているかを判断する。ここで、条件を満たしていると
判断した場合は、ステップＳ１２ａにて、開放されるクラッチ１の配分比は所定の変化速
度で漸減し、締結されるクラッチ２の配分比は所定の変化速度で漸増するように変化速度
に応じた配分比変化量（１制御周期当たりの量）を設定する。さらに、ステップＳ１３に
て、前回の配分比に対して配分比変化量を減算し開放されるクラッチ１の配分比を設定し
、締結されるクラッチ２は逆に前回の配分比に対して配分比変化量を加算して設定する。
【０１４１】
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　そして、ステップＳ８ａにて、差回転数が閾値未満になっていて、且つ開放側クラッチ
の配分比が０、つまり配分比移行が終了しているかを判断し、この条件を満たしている場
合は、Ｓ１５ａにて準備＆イナーシャ＆掛け変えフェーズ終了フラグが成立し、その後は
終了フェーズへ移行する。
　また、ステップＳ８ａにて条件を満たしていないと判断した場合は、ステップＳ１４に
て開放側クラッチの配分比が０となっているか判断する。ステップＳ８ａにて条件を満た
していなくても、開放側クラッチの配分比が０となっている場合があり、この場合は、ス
テップＳ７ａにてタイマを設定する。さらに、ステップＳ８にて差回転数が閾値に達して
いるか判断し、達していると判断した場合はステップＳ１５ａにて準備＆イナーシャ＆掛
け変えフェーズ終了フラグが成立し、その後は終了フェーズへ移行する。
【０１４２】
　一方、ステップＳ８にて差回転数が閾値に達していないと判断した場合は、ステップＳ
１０にてタイマ終了か判断する。タイマ終了と判断した場合はステップＳ１５ａにて準備
＆イナーシャ＆掛け変えフェーズ終了フラグが成立し、その後は終了フェーズへ移行する
。
　これ以外のステップは、第１実施形態のものと同様である。
　（パワーオンダウンシフト時のタイムチャート）
　本実施形態にかかる変速制御を、図１６，図１７のパワーオンダウンシフト時（アクセ
ルペダル踏込時の車速増加に伴うダウンシフト時）の時系列動作模式図（タイムチャート
）を参照して説明する。本制御の具体例を説明する。
【０１４３】
　（プリシフトをしない場合）
　図１６は、終了フェーズ時にプリシフトが必要でないと判断された時の時系列動作模式
図である。
　図１６に示すように、準備＆イナーシャ＆掛け変えフェーズでは、差回転制御の制御対
象の目標値をクラッチ２にして、入力軸の変速後回転数を推定し、現在の入力軸回転数か
ら、推定した変速後回転数までの目標差回転数の軌跡を算出し、これに締結側のクラッチ
２の実差回転数を追従させる。このとき、クラッチ２を制御することで、クラッチ１の接
続される入力側軸５５Ｂを連れ回し、クラッチ２の入力側軸５５Ｂの回転数（出力側回転
数）が変速後変速段確立後のこの入力軸２の推定回転数付近に達したところで、変速後変
速段を確立することで、シンクロ等の機械的操作の負担を低減させる。
【０１４４】
　そして、変速後変速段の確立と、入力軸回転数がクラッチ２の出力軸回転数（変速後変
速段回転数）を上回っていると判断したら、トルク配分比制御を行うことで、締結状態の
クラッチクラッチ１を開放しつつ、開放状態のクラッチ２を締結する。
　以後は、図１０に示す第１実施形態のものと同様であるので説明を省略する。
【０１４５】
　（プリシフトをする場合）
　図１７は、終了フェーズ時にプリシフトが必要である判断された時の時系列動作模式図
である。この図１７に示す例は、図１６に示すものに対し終了フェーズのみが異なってい
る。この場合の終了フェーズは、クラッチ２の目標差回転数２を設定し、クラッチ２の実
差回転数がこれに追従するように制御する。この時、例えば、シンクロによるギア列の構
成変更が必要になるような自動変速機の場合、変速前変速段を開放して、予測変速段に設
定する。
【０１４６】
　このように、本実施形態にかかる変速機の制御によっても、第１実施形態と同様の効果
が得られ、さらに、準備フェーズとイナーシャフェーズと掛け変えフェーズとを同時に実
施するため、変速に要する時間をより短縮させることが可能になる。
【０１４７】
　［第４実施形態］
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　本実施形態および後述の第５，６実施形態は、クラッチの差回転制御を入力軸の回転速
度制御（回転数制御）に置き換えたものである。つまり、クラッチの差回転制御は、クラ
ッチの入力回転速度と出力回転速度との差の制御であるが、クラッチの入力回転速度は入
力軸の回転速度に対応し、クラッチの出力回転速度そのクラッチの変速比に応じた比で車
速と対応する。変速時には、車速は略変化しないものとすることができるため、クラッチ
の差回転制御を入力軸の回転速度制御に置き換えることができる。
【０１４８】
　本第４実施形態は、第１実施形態のものについて、クラッチの差回転制御を入力軸の回
転速度制御（回転数制御）に置き換えたものである。
　図１８～図２１は本発明の第４実施形態に係るツインクラッチ式変速機の制御装置及び
方法を示すものである。
　以下、本実施形態にかかるブロック図，フローチャート，時系列動作模式図を第１実施
形態との相違点に絞って説明する。
【０１４９】
　（ブロック図）
　図１８は、本実施形態の制御構成を示したブロック図である。第１実施形態との違いは
、第1実施形態では、制御対象のクラッチの目標差回転数を設定し、実差回転数を制御す
るのに対して、本実施形態では、制御対象のクラッチの目標入力軸回転数を設定し、実入
力軸回転数を制御する点である。したがって、図１８に示すのブロック図では、図８のブ
ロック図に対して、ブロックＢ７が削除され、Ｂ５，Ｂ８が目標差回転数から目標入力軸
回転数に変更される。ただし、差回転数を制御するロジックを、実回転数を制御するロジ
ックに置き換えるだけであって、得られる制御の効果は同等である。
【０１５０】
　（フローチャート）
　図１９は、本実施形態による制御のフローチャートを示している。図１９のフローチャ
ートのステップＳ３´，Ｓ４´，Ｓ７´，Ｓ８´，Ｓ１２´，Ｓ１７´，Ｓ２０´，Ｓ２
３´，Ｓ２５´は、図９における、ステップＳ３，Ｓ４，Ｓ７，Ｓ８，Ｓ１２，Ｓ１７，
Ｓ２０，Ｓ２３，Ｓ２５の各ステップを、目標差回転数から目標入力軸回転数に変更した
ものである。ただし、差回転数を制御するロジックを、実回転数を制御するロジックに置
き替えるだけであって、得られる制御の効果は同等である。
【０１５１】
　（タイムチャート）
　図２０は、本実施形態によるパワーオンダウンシフト時であって、終了フェーズ時にプ
リシフトが必要でないと判断された時の時系列動作模式図である。
　本件実施形態では、第1実施形態の差回転数制御ロジックを入力軸回転数制御ロジック
に置き換えたものであり、制御の効果は図１０と同等である。
【０１５２】
　図２１は、本実施形態によるパワーオンダウンシフト時であって、終了フェーズ時にプ
リシフトが必要であると判断された時の時系列動作模式図である。
　この場合も、本件実施形態では、第１実施形態の差回転数制御ロジックを入力軸回転数
制御ロジックに置き換えたものであり、制御の効果は図１１と同等である。
　このようにして、入力軸の目標数に着目しても第１実施形態と同様の制御を行なうこと
ができ、これにより、第１実施形態と同様の作用効果を得ることができる。
【０１５３】
　［第５実施形態］
　本実施形態も、クラッチの差回転制御を入力軸の回転速度制御（回転数制御）に置き換
えたものである。制御にかかる機能要素は図１８のブロック図に示す第４実施形態のもの
と同様であるので説明は省略する。
　図２２～図２４は本発明の第５実施形態に係るツインクラッチ式変速機の制御装置及び
方法を示すものである。
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【０１５４】
　以下、本実施形態にかかるフローチャート，時系列動作模式図を第２実施形態との相違
点に絞って説明する。
　（フローチャート）
　図２２は、本実施形態による制御のフローチャートを示している。図２２のフローチャ
ートのステップＳ３´，Ｓ４´，Ｓ６ａ´，Ｓ７ａ´，Ｓ８´，Ｓ１２´，Ｓ１７´，Ｓ
２０´，Ｓ２３´，Ｓ２５´は、図１２における、ステップＳ３，Ｓ４，Ｓ６ａ，Ｓ７ａ
，Ｓ８，Ｓ１２，Ｓ１７，Ｓ２０，Ｓ２３，Ｓ２５の各ステップを、目標差回転数から目
標入力軸回転数に変更したものである。ただし、差回転数を制御するロジックを、実回転
数を制御するロジックに置き替えるだけであって、得られる制御の効果は同等である。
【０１５５】
　（タイムチャート）
　図２３は、本実施形態によるパワーオンダウンシフト時であって、終了フェーズ時にプ
リシフトが必要でないと判断された時の時系列動作模式図である。
　本件実施形態では、第２実施形態の差回転数制御ロジックを入力軸回転数制御ロジック
に置き換えたものであり、制御の効果は図１３と同等である。
【０１５６】
　図２４は、本実施形態によるパワーオンダウンシフト時であって、終了フェーズ時にプ
リシフトが必要であると判断された時の時系列動作模式図である。
　この場合も、本件実施形態では、第２実施形態の差回転数制御ロジックを入力軸回転数
制御ロジックに置き換えたものであり、制御の効果は図１４と同等である。
　このようにして、入力軸の目標数に着目しても第２実施形態と同様の制御を行なうこと
ができ、これにより、第２実施形態と同様の作用効果を得ることができる。
【０１５７】
　［第６実施形態］
　本実施形態も、クラッチの差回転制御を入力軸の回転速度制御（回転数制御）に置き換
えたものである。制御にかかる機能要素は図１８のブロック図に示す第４実施形態のもの
と同様であるので説明は省略する。
　図２５～図２７は本発明の第６実施形態に係るツインクラッチ式変速機の制御装置及び
方法を示すものである。
【０１５８】
　以下、本実施形態にかかるフローチャート，時系列動作模式図を第３実施形態との相違
点に絞って説明する。
　（フローチャート）
　図２５は、本実施形態による制御のフローチャートを示している。図２５のフローチャ
ートのステップＳ３´，Ｓ８ａ´，Ｓ８´，Ｓ１７´，Ｓ２０´，Ｓ２３´，Ｓ２５´は
、図１５における、ステップＳ３，Ｓ８ａ，Ｓ８，Ｓ１７，Ｓ２０，Ｓ２３，Ｓ２５の各
ステップを、目標差回転数から目標入力軸回転数に変更したものである。ただし、差回転
数を制御するロジックを、実回転数を制御するロジックに置き替えるだけであって、得ら
れる制御の効果は同等である。
【０１５９】
　（タイムチャート）
　図２６は、本実施形態によるパワーオンダウンシフト時であって、終了フェーズ時にプ
リシフトが必要でないと判断された時の時系列動作模式図である。
　本件実施形態では、第３実施形態の差回転数制御ロジックを入力軸回転数制御ロジック
に置き換えたものであり、制御の効果は図１６と同等である。
【０１６０】
　図２７は、本実施形態によるパワーオンダウンシフト時であって、終了フェーズ時にプ
リシフトが必要であると判断された時の時系列動作模式図である。
　この場合も、本件実施形態では、第３実施形態の差回転数制御ロジックを入力軸回転数
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制御ロジックに置き換えたものであり、制御の効果は図１７と同等である。
　このようにして、入力軸の目標数に着目しても第２実施形態と同様の制御を行なうこと
ができ、これにより、第３実施形態と同様の作用効果を得ることができる。
【０１６１】
　（その他）
　以上、本発明の実施形態を説明したが、本発明はかかる実施形態に限定されるものでは
なく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。
　例えば、上記の実施形態では、摩擦係合要素制御手段１０は、入力軸回転速度を制御パ
ラメータとしてクラッチ1，２の制御を行なっているが、入力軸回転速度自体ではなくこ
れに対応した他の入力部材の回転速度を制御パラメータとしてもよい。また、変速比を制
御パラメータとしてクラッチ1，２の制御を行なってもよい。つまり、クラッチの入出力
間に差回転を与えることは、見かけ上の変速比を微小に変更することにもなるので、目標
変速比を変速前の値或いは変速後の値に対して微小に変更して、変速比が目標変速比とな
るようにクラッチ1，２の制御を行なうのである。
【０１６２】
　変速比を制御パラメータとする場合、変速時のクラッチ回転の目標値（制御終了閾値に
も相当する）も、入力回転速度から変速比（即ち、目標変速比）となる。
　なお、準備フェーズにおける目標変速比（フェーズ終了閾値）ｒ１又はイナーシャフェ
ーズにおける目標変速比（フェーズ終了閾値）ｒ２については、目標回転速度を変速前入
力回転或いは変速後入力回転よりも所定速度Δｎ１，Δｎ２だけ高い回転速度に設定する
場合には、目標変速比を変速前変速比或いは変速後変速比よりも所定量Δｒ１，Δｒ２だ
け高い変速比に設定すればよい。
【０１６３】
　また、特に、クラッチ２の差回転又はこの差回転に対応する入力回転速度（例えば、入
力軸回転速度）を目標値に制御する場合、一定値の目標値ではなく、各実施形態における
具体的なタイムチャートにより説明したように、目標値が時間経過に応じて変更する目標
値軌跡を設定して、上記の制御パラメータをこの目標値軌跡に追従させる軌跡追従制御に
より制御を行なうように構成してもよい。これにより、好みの変速速度や変速時間で制御
を実施することが可能になる。
【０１６４】
　また、各実施形態では、図６に示す自動変速機を例に説明したが、本発明は、図１～図
５を用いて原理的に説明したように、種々の自動変速機の摩擦係合要素の掛け替えに広く
適用しうるものである。
【図面の簡単な説明】
【０１６５】
【図１】本発明の各実施形態にかかるツインクラッチ式変速機の制御装置の基本構成を示
すブロック図である。
【図２】本発明の各実施形態にかかる自動変速機の変速制御にかかる自動変速機の要部構
成例を説明する模式図である。
【図３】図２の自動変速機において、１速から２速ヘアップシフトする場合の締結表を示
す図である。
【図４】本発明の各実施形態にかかる自動変速機の変速制御にかかる自動変速機の基本構
成を簡略化して示す模式図である。
【図５】本発明の各実施形態にかかる自動変速機の変速制御にかかる自動変速機の基本構
成をさらに簡略化して示す模式図である。
【図６】本発明の各実施形態にかかる自動変速機の変速制御に適用し得る自動変速機の構
成を説明する模式図である。
【図７】本発明の各実施形態にかかるツインクラッチ式変速機の制御装置の要部構成を示
す制御ブロック図である。
【図８】本発明の第１～３実施形態にかかるツインクラッチ式変速機の制御装置のより詳
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細な制御構成を示す制御ブロック図である。
【図９】本発明の第１実施形態にかかる自動変速機の変速制御を説明するフローチャート
である。
【図１０】本発明の第１実施形態にかかる自動変速機の変速制御の一例を説明するタイム
チャートである。
【図１１】本発明の第１実施形態にかかる自動変速機の変速制御の他の例を説明するタイ
ムチャートである。
【図１２】本発明の第２実施形態にかかる自動変速機の変速制御を説明するフローチャー
トである。
【図１３】本発明の第２実施形態にかかる自動変速機の変速制御の一例を説明するタイム
チャートである。
【図１４】本発明の第２実施形態にかかる自動変速機の変速制御の他の例を説明するタイ
ムチャートである。
【図１５】本発明の第３実施形態にかかる自動変速機の変速制御を説明するフローチャー
トである。
【図１６】本発明の第３実施形態にかかる自動変速機の変速制御の一例を説明するタイム
チャートである。
【図１７】本発明の第３実施形態にかかる自動変速機の変速制御の他の例を説明するタイ
ムチャートである。
【図１８】本発明の第４～６実施形態にかかるツインクラッチ式変速機の制御装置のより
詳細な制御構成を示す制御ブロック図である。
【図１９】本発明の第４実施形態にかかる自動変速機の変速制御を説明するフローチャー
トである。
【図２０】本発明の第４実施形態にかかる自動変速機の変速制御の一例を説明するタイム
チャートである。
【図２１】本発明の第４実施形態にかかる自動変速機の変速制御の他の例を説明するタイ
ムチャートである。
【図２２】本発明の第５実施形態にかかる自動変速機の変速制御を説明するフローチャー
トである。
【図２３】本発明の第５実施形態にかかる自動変速機の変速制御の一例を説明するタイム
チャートである。
【図２４】本発明の第５実施形態にかかる自動変速機の変速制御の他の例を説明するタイ
ムチャートである。
【図２５】本発明の第６実施形態にかかる自動変速機の変速制御を説明するフローチャー
トである。
【図２６】本発明の第６実施形態にかかる自動変速機の変速制御の一例を説明するタイム
チャートである。
【図２７】本発明の第６実施形態にかかる自動変速機の変速制御の他の例を説明するタイ
ムチャートである。
【図２８】従来技術を説明するタイムチャートである。
【符号の説明】
【０１６６】
　３　変速機用ＥＣＵ（電子制御ユニット）
　３Ａ　変速判定手段（変速判定部）
　３Ｂ　特定変速判定手段（同軸パワーオンダウンシフト判定部）
　１０　摩擦係合要素制御手段
　１０Ａ　目標値設定手段
　１０Ｂ　総トルク容量算出手段
　１０Ｃ　配分比設定手段
　１０Ｄ　個別トルク容量算出手段
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　１０Ｅ　締結制御手段
　５１　入力軸
　５２　第１クラッチ（クラッチ１）
　５３　第２クラッチ（クラッチ２）
　５４　出力軸
　６０Ａ　変速ギア機構
　６０Ｂ　変速ギア機構
　Ｂ１　入力信号演算部
　Ｂ２　変速決心演算部
　Ｂ３　変速スケジュール制御部
　Ｂ４　制御対象回転選択部
　Ｂ５　目標差回転演算部（目標値設定手段）
　Ｂ５´　目標回転演算部
　Ｂ６　配分比演算部（配分比設定手段）
　Ｂ７　実差回転演算部
　Ｂ８　差回転数Ｆ／Ｂ制御部（差回転数フィードバック制御部）
　Ｂ８´　回転Ｆ／Ｂ制御部（回転速度フィードバック制御部）
　Ｂ９　加算部（総トルク容量算出手段）
　Ｂ１０　クラッチ容量配分部（個別トルク容量算出手段）
　Ｂ１２　クラッチ１容量／圧変換部（締結制御手段）
　Ｂ１３　クラッチ２容量／圧変換部（締結制御手段）
　Ｂ１４　変速段確立変換部
　Ｂ１５　トルク補正量演算部
　Ｂ１６，ｂ１７　加算部（個別トルク容量算出手段）

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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【図１５】 【図１６】
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【図１９】 【図２０】
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【図２３】 【図２４】
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【図２７】 【図２８】
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